
会場：

期日：

エントリー： 118名

出場： 117名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 真田 来美 佐久平 76 (38、38) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 88 (44、44) 82 長瀬 万寿 東京 94 (49、45)

中村 美枝 日本体育大 76 (36、40) 市川 里菜 関東ジュニア 88 (44、44) 渡辺 良子 相模 94 (48、46)

3 阿部 悠 柏崎黒姫 77 (40、37) 板倉 由姫乃 上総富士 88 (44、44) 高後 富美江 富士平原 94 (48、46)

4 亀田 愛里 富士御殿場 78 (36、42) 永井 花奈 ファイブエイト 88 (43、45) 石井 恵子 箱根 94 (46、48)

5 橋添 南 明治大 79 (41、38) 小出 真鈴 ヴィンテージ 88 (42、46) 宮崎 優子 小田原･松田 94 (44、50)

村田 理沙 オリムピック 79 (39、40) 川岸 絋子 大宮国際 88 (42、46) 87 高井 和美 岩瀬桜川 95 (46、49)

7 栗原 美佐枝 小田原･松田 80 (40、40) 落合 麻紀 箱根 88 (41、47) 梨本 玲子 大相模 95 (46、49)

8 石川 陽子 小田原･松田 81 (42、39) 佐藤 彩香 小田原･松田 88 (39、49) 柴田 章江 浦和 95 (46、49)

松本 京子 鳩山 81 (40、41) 50 後藤 弥生 京 89 (46、43) 高橋 依巳 GMG八王子 95 (45、50)

10 青野 紗也 ヴィンテージ 82 (41、41) 辻 梨恵 小田原･松田 89 (45、44) 伴 美奈 オーク・ヒルズ 95 (45、50)

田谷 千秋 平塚富士見 82 (40、42) 小岩 まさ枝 東名厚木 89 (43、46) 実方 久美子 富士 95 (45、50)

12 松尾 律子 ギャツビイ 83 (44、39) 小川 志緒 川越 89 (43、46) 93 鈴木 治美 入間 96 (50、46)

高橋 香雅美 小田原･松田 83 (42、41) 新井 麻衣子 成田東 89 (43、46) 岩田 淳子 横浜 96 (47、49)

高橋 恵 佐久平 83 (42、41) - 以 上、 予 選 通 過 － 川島 みゑ子 平塚富士見 96 (46、50)

木戸 侑来 ロイヤルスター 83 (38、45) 長田 若菜 富士御殿場 89 (42、47) 96 赤坂 まち子 大相模 97 (47、50)

16 細田 有里 オリムピック 84 (40、44) 56 上野 千鶴 ゴールデンレイクス 90 (48、42) 97 窪田 和子 東富士 98 (55、43)

本多 奈央 南富士 84 (40、44) 山本 さやか 日本大 90 (47、43) 古木 裕子 葉山国際 98 (51、47)

田中 友理奈 小田原･日動御殿場 84 (40、44) 大神田 忍 千葉夷隅 90 (46、44) 99 塩島 千有希 東千葉 99 (50、49)

前田 千尋 越生 84 (38、46) 中野 陽子 箱根 90 (45、45) 田中 由美 茨城ロイヤル 99 (49、50)

20 北井 由梨 オリムピック 85 (44、41) 金子 弥生 相模原 90 (40、50) 千葉 妙子 大厚木 99 (49、50)

島村 優美子 甲斐駒 85 (43、42) 61 山本 節子 小田原･松田 91 (46、45) 小川 美奈子 成田東 99 (48、51)

小川 真実 オリムピック 85 (41、44) 池田 朋代 小田原･松田 91 (46、45) 西野 萌々 館山 99 (46、53)

亀井 綾夏 日本大 85 (41、44) 清水 かおり 東名厚木 91 (45、46) 104 杉山 基子 本厚木 100 (50、50)

24 平林 春芳 富士御殿場 86 (45、41) 奥山 ゆかり サニーフィールド 91 (45、46) 荒木 幸恵 大厚木 100 (49、51)

岡田 悠里 セントラル 86 (44、42) 小松 桃子 駒澤大 91 (44、47) 106 島路 五百子 横浜 101 (49、52)

小宮 陽子 都留 86 (42、44) 本田 芙佐子 鎌倉 91 (44、47) 107 坂井 美千代 新千葉 102 (51、51)

安田 彩乃 千葉国際 86 (42、44) 藤沢 涼子 富士御殿場 91 (44、47) 小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 102 (51、51)

西山 美希 小田原･松田 86 (42、44) 入江 佳子 横浜 91 (44、47) 伊藤 陽子 鹿沼 102 (50、52)

上野 美恵子 裾野 86 (40、46) 笹原 優美 大宮国際 91 (42、49) 110 加賀見 敦子 ブリック＆ウッド 103 (49、54)

向後 波香 東名厚木 86 (40、46) 横山 初枝 岡部チサン 91 (42、49) 111 田中 梨菜 東千葉 104 (57、47)

31 宮治 実紀 オーク・ヒルズ 87 (45、42) 71 楠本 和子 沼津 92 (47、45) 112 井手 久美子 鴨川 105 (55、50)

加藤 理刈 伊豆大仁 87 (44、43) 浜垣 由香 高根 92 (46、46) 113 萩原 智子 セントラル 107 (53、54)

藤本 マサ カレドニアン 87 (43、44) 小嶋 桃子 オリムピック 92 (44、48) 多勢 リサ スプリングフィルズ 107 (52、55)

細野 ハヅ季 沼津 87 (43、44) 谷口 千栄子 大相模 92 (44、48) 115 松原 元美 富士 114 (56、58)

橋添 香 ヴィンテージ 87 (43、44) 75 鈴木 佐知子 京 93 (49、44) 失格 勝又 紀子 横浜

佐藤 文香 豊岡国際 87 (43、44) 前田 恵理 ダイヤグリーン 93 (49、44) 棄権 利 和子 日高

坂本 真菜 境川 87 (39、48) 中田 春加 大厚木 93 (46、47) 欠場 稲葉 瞳 慶應義塾大

38 磯邊 里紗 慶應義塾大 88 (45、43) 橋本 志保 大厚木 93 (45、48)

蓮見 裕里奈 南富士 88 (45、43) 進藤 富美 伊豆にらやま 93 (44、49)

長谷川 浩子 京 88 (45、43) 阿部 紀子 大秦野 93 (44、49)

平田 悦子 カレドニアン 88 (44、44) 佐藤 愛美 イーストヒル 93 (43、50)

平成22年4月12日

平成22年度関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技

平塚富士見カントリークラブ・大磯コース( 6141Yards   Par 72 )


