
会場：

期日：

エントリー： 128名

出場： 123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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 植竹 希望 ロイヤルスター 75 (38、37) 42 市川 里菜 葉山国際 88 (47、41) 田中 幸子 成田東 93 (46、47) 123 葉山 容子 足柄森林 118 (58、60)

2 大西 葵 ニッソー 79 (40、39) 羽藤 琴和 スカイウェイ 88 (47、41) 吉田 茜 姉ヶ崎 93 (46、47) 欠場 鈴木 麻里子 宍戸ヒルズ

丹野 寧々 水戸レイクス 79 (39、40) 原 英莉花 葉山国際 88 (47、41) 町田 涼紗 ニッソー 93 (45、48) 欠場 濁川 菜美 成田東

笹原 優美 大宮国際 79 (39、40) 田原 彰乃 木更津 88 (45、43) 小沼 詩穂 中央学院大 93 (45、48) 欠場 中村 静江 東千葉

後藤 彩花 千葉国際 79 (39、40) 川島 綾乃 法政大 88 (43、45) 西山 沙也香 相模野 93 (45、48) 欠場 野村 明代 我孫子

6 大谷 幸子 東千葉 80 (41、39) 野田 すみれ 水戸レイクス 88 (43、45) 香取 真朱 セントラル 93 (44、49) 欠場 葭葉 ルミ 大平台

池田 真理 ニッソー 80 (41、39) 佐藤 彩香 小田原･松田 88 (43、45) 88 宮本 芳美 セベ・バレステロス 94 (46、48)

真田 来美 佐久平 80 (41、39) 加藤 理刈 伊豆大仁 88 (42、46) 高橋 美絵 市原京急 94 (45、49)

9 向後 波香 東名厚木 81 (39、42) 50 松尾 律子 ギャツビイ 89 (46、43) 山口 久美 東京湾 94 (43、51)

10 佐藤 千紘 伊勢原 82 (43、39) 門田 和枝 千葉国際 89 (46、43) 91 千葉 真穂 城里 95 (51、44)

板倉 栞 房総 82 (39、43) 小松 桃子 駒澤大 89 (45、44) 広沢 みどり 東松苑 95 (50、45)

12 鈴木 萌子 千葉国際 83 (45、38) 田中 梨菜 東千葉 89 (44、45) 上原 由 真名 95 (49、46)

鈴木 ありさ 矢板 83 (43、40) 市瀬 紗梨 スカイウェイ 89 (43、46) 安部 ゆいか 東京五日市 95 (48、47)

中村 美枝 日本体育大 83 (41、42) 藤沢 涼子 富士御殿場 89 (42、47) 伊藤 結花 ザ・レイクス 95 (45、50)

澄川 愛 新千葉 83 (40、43) 八巻 奈津美 笠間東洋 89 (42、47) 96 川崎 和子 小田原･松田 96 (51、45)

後藤 恵 千葉国際 83 (40、43) 57 平林 春芳 富士御殿場 90 (45、45) 畑岡 奈紗 水戸レイクス 96 (49、47)

辻 梨恵 小田原･松田 83 (40、43) 本城 萌子 ニッソー 90 (42、48) 上野 美恵子 裾野 96 (47、49)

伊藤 栞奈 千葉国際 83 (39、44) 59 吉本 光里 佐原 91 (47、44) 99 渡部 優香 葉山国際 97 (47、50)

19 富田 麻衣 土浦 84 (46、38) 田谷 千秋 平塚富士見 91 (47、44) 100 助川 たい子 江戸崎 98 (53、45)

永井 花奈 ファイブエイト 84 (40、44) 長谷川 浩子 京 91 (46、45) 谷口 千栄子 大相模 98 (49、49)

21 木戸 侑来 ロイヤルスター 85 (42、43) 長尾 説子 成田ハイツリー 91 (46、45) 岩田 淳子 横浜 98 (49、49)

飛田 愛理 城里 85 (42、43) 奥山 ゆかり サニーフィールド 91 (46、45) 松下 成果 葉山国際 98 (48、50)

越雲 みなみ 矢板 85 (42、43) 川勝 美紀 小田原･松田 91 (46、45) 海老原 笑子 真名 98 (47、51)

押尾 紗樹 岡部チサン 85 (41、44) - 以 上、 予 選 通 過 － 105 畠山 唯 東名厚木 99 (48、51)

小倉 ひまわり 紫塚 85 (41、44) 笹生 重子 浜野 91 (46、45) 小松 朝路 成田東 99 (48、51)

金澤 志奈 城里 85 (39、46) 露木 直子 東名厚木 91 (45、46) 中村 聖子 ノースショア 99 (48、51)

27 上野 千津美 霞台 86 (44、42) 小坂 順子 千葉 91 (45、46) 高橋 和華 東名 99 (47、52)

安田 彩乃 千葉国際 86 (44、42) 松山 菜穂子 習志野 91 (44、47) 109 湯浅 千晶 習志野 100 (51、49)

臼井 麗香 皐月･鹿沼 86 (43、43) 野尻 ゆかり セゴビア 91 (43、48) 110 花沢 直美 新千葉 101 (54、47)

飯塚 奈緒 駒澤大 86 (42、44) 宮崎 優子 小田原･松田 91 (43、48) 鈴木 みどり 東京湾 101 (51、50)

塩田 美樹子 十里木 86 (42、44) 安東 二子 新千葉 91 (43、48) 中茎 英子 千葉夷隅 101 (45、56)

荒川 侑奈 ニッソー 86 (41、45) 72 川岸 紘子 大宮国際 92 (47、45) 113 松山 朱実 セントラル 102 (48、54)

33 稲葉 七海 富士見ヶ丘 87 (47、40) 箕手 愛美 中央学院大 92 (47、45) 114 笹貫 白根 横浜 103 (53、50)

山本 美恵子 成田東 87 (47、40) 小川 志緒 川越 92 (46、46) 115 北村 由希子 江戸崎 104 (49、55)

入江 亜衣 城里 87 (45、42) 金子 弥生 相模原 92 (46、46) 116 藤原 聡子 ニッソー 105 (54、51)

木村 郁美 水戸レイクス 87 (45、42) 後藤 弥生 京 92 (45、47) 栗原 久実 成田東 105 (51、54)

佐久間 綾女 水戸レイクス 87 (44、43) 平田 悦子 カレドニアン 92 (44、48) 118 鈴木 治美 入間 108 (49、59)

石山 鼓都 姉ヶ崎 87 (43、44) 78 二口 涼 鹿沼72 93 (48、45) 119 西島 典子 霞台 109 (52、57)

樋口 莉沙 水戸レイクス 87 (42、45) 木川 めぐみ セントラル 93 (47、46) 120 勝又 紀子 横浜 111 (54、57)

黒田 佐智 千葉桜の里 87 (42、45) 波多野 薫 成田ハイツリー 93 (47、46) 121 高橋 陽子 長竹 113 (57、56)

木村 彩子 上総富士 87 (40、47) 耕田 千秋 桜 93 (47、46) 122 柳井 ひろみ サニーフィールド 114 (59、55)

平成23年4月15日

平成23年度関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技

スカイウェイカントリークラブ( 6227Yards   Par 72 )


