
会場：

期日：

エントリー： 155名

出場： 144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 笹生 重子 浜野 74 (38、36) 藤原 聡子 ニッソー 85 (43、42) 鳥飼 麻紀 成田東 89 (45、44) 斎藤 美雪 セベ・バレステロス 93 (45、48)

松山 菜穂子 習志野 74 (37、37) 田中 幸子 成田東 85 (41、44) 中森 瑞子 東京よみうり 89 (44、45) 鈴木 みどり 東京湾 93 (45、48)

平田 悦子 カレドニアン 74 (37、37) 鈴木 良子 館山 85 (41、44) 南 陽子 鷹彦スリー 89 (44、45) 藤木 由紀 桂ヶ丘 93 (45、48)

4 関根 奈穂美 セントラル 76 (38、38) 小川 千恵乃 鶴舞 85 (40、45) 宮下 良美 京 89 (43、46) 大原 真理子 東京湾 93 (45、48)

栗原 美佐枝 小田原･松田 76 (38、38) 46 森 美華 船橋 86 (47、39) 藤沢 涼子 富士御殿場 89 (43、46) 山崎 明子 千葉国際 93 (44、49)

6 今井 信子 箱根 77 (38、39) 会澤 美保子 総武 86 (45、41) 石倉 みゆき 袖ヶ浦 89 (43、46) 128 小島 房江 鶴舞 94 (51、43)

安東 二子 新千葉 77 (38、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 加賀見 敦子 ブリック＆ウッド 89 (43、46) 生田 宏香 那須 94 (49、45)

8 鯉沼 良美 東松苑 78 (40、38) 橋 節子 那須 86 (44、42) 古澤 久絵 扶桑 89 (43、46) 山本 直子 皆川城 94 (48、46)

加藤 理刈 伊豆大仁 78 (39、39) 海野 綾子 猿島 86 (43、43) 90 乙丸 知子 新千葉 90 (49、41) 三橋 理恵 カレドニアン 94 (47、47)

10 末石 泰子 千葉夷隅 79 (41、38) 荒木 幸恵 大厚木 86 (42、44) 見津 佳子 鷹 90 (48、42) 岡本 廣子 カレドニアン 94 (46、48)

門田 和枝 千葉国際 79 (41、38) 吉田 薫 鶴舞 86 (42、44) 小林 清美 阿見 90 (47、43) 薄井 慎子 我孫子 94 (45、49)

長谷川 浩子 京 79 (39、40) 竹生 秀子 習志野 86 (42、44) 平川 朱美 千葉夷隅 90 (47、43) 134 志津 祐子 総武 95 (49、46)

13 伊藤 季世 京 80 (41、39) 松尾 智恵 平川 86 (42、44) 賀爾欽 美智子 東京湾 90 (46、44) 吉沢 寿美子 真名 95 (47、48)

篠塚 美幸 富里 80 (39、41) 井上 直子 石岡・ウエスト 86 (41、45) 本多 美峰 真名 90 (45、45) 松原 元美 富士 95 (47、48)

勝又 紀子 横浜 80 (39、41) 55 溝口 裕利江 メイプルポイント 87 (46、41) 西 明美 富里 90 (45、45) 137 神戸 綾 喜連川 96 (47、49)

16 小岩 由加里 クリアビュー 81 (41、40) 長岩 洋子 清川 87 (46、41) 山崎 千鶴子 小田原･松田 90 (44、46) 138 吉田 優子 総武 97 (50、47)

木川 めぐみ セントラル 81 (39、42) 蒲谷 みちよ 富里 87 (45、42) 池本 直美 八幡 90 (43、47) 西田 さなえ 富士小山 97 (50、47)

佐藤 彩香 小田原･松田 81 (37、44) 本宮 あゆみ ニッソー 87 (45、42) 助川 たい子 江戸崎 90 (43、47) 谷口 千栄子 大相模 97 (47、50)

19 露木 直子 東名厚木 82 (42、40) 内山 朝子 富里 87 (44、43) 東 真美 大厚木 90 (42、48) 武藤 京子 相模原 97 (47、50)

佐々木 祥子 妙高 82 (41、41) 才津 智美 ニッソー 87 (44、43) 101 石井 ドリス ブリック＆ウッド 91 (49、42) 海老原 笑子 真名 97 (47、50)

高橋 美絵 市原京急 82 (41、41) 中村 和子 我孫子 87 (44、43) 野村 明代 我孫子 91 (46、45) 143 松元 美幸 エンゼル 98 (48、50)

後藤 弥生 京 82 (39、43) 染谷 信子 猿島 87 (44、43) 水上 由美子 鶴舞 91 (46、45) 144 芝本 一美 ブリック＆ウッド 104 (53、51)

樋口 美代子 阿見 82 (38、44) 小田倉 富士子 芳賀 87 (43、44) 神鷹 佳子 サンヒルズ 91 (46、45) 欠場 今関 よしみ ロイヤルスター

24 高橋 寿子 皐月･鹿沼 83 (43、40) 柿沼 美佐子 皆川城 87 (43、44) 三橋 真弓 中山 91 (45、46) 欠場 小島 薫 富里

入江 佳子 横浜 83 (42、41) 樋口 節子 東千葉 87 (42、45) 宮下 志保 グレンオークス 91 (45、46) 欠場 高井 和美 岩瀬桜川

露木 晶子 オーク・ヒルズ 83 (42、41) 楠本 和子 沼津 87 (42、45) 菅野 朋子 アスレチック 91 (45、46) 欠場 高橋 陽子 長竹

上田 啓子 加茂 83 (42、41) 岩楯 正代 東千葉 87 (41、46) 川勝 美紀 小田原･松田 91 (44、47) 欠場 山田 雪子 浜野

君塚 桂子 鴨川 83 (42、41) 68 大貫 至子 東京湾 88 (46、42) 小方 弘子 花生 91 (43、48) 欠場 村野 昌子 ブリック＆ウッド

横川 亜希子 扶桑 83 (41、42) 多勢 リサ スプリングフィルズ 88 (45、43) 110 信戸 香代 サンヒルズ 92 (49、43) 欠場 生木 優子 ブリック＆ウッド

長尾 説子 成田ハイツリー 83 (41、42) 西山 里子 大熱海国際 88 (43、45) 星野 アツ子 富里 92 (47、45) 欠場 平山 晴惠 総武

仁保 美和子 京 83 (40、43) 新井 徳子 八幡 88 (43、45) 草刈 玲子 ロイヤルスター 92 (47、45) 欠場 岩本 朋美 千葉夷隅

32 藤本 マサ 成田GC 84 (45、39) 菅谷 直子 千葉夷隅 88 (43、45) 谷口 雅子 中山 92 (47、45) 欠場 塩島 千有希 東千葉

斉藤 久美 京 84 (45、39) 遠藤 睦子 カレドニアン 88 (43、45) 前田 元子 富里 92 (45、47) 欠場 安藤 善子 東京湾

山本 美恵子 成田東 84 (41、43) 山田 富士子 八幡 88 (43、45) 伊藤 るみ オーク・ヒルズ 92 (45、47)

松野 雅子 カレドニアン 84 (41、43) 山本 佳世子 大利根 88 (43、45) 浅井 敦子 新千葉 92 (45、47)

中村 薫 千葉桜の里 84 (40、44) 西島 典子 霞台 88 (43、45) 高後 富美江 富士平原 92 (45、47)

山口 久美 東京湾 84 (39、45) 堤 幸子 三島 88 (42、46) 井上 春美 三島 92 (44、48)

鈴木 佐知子 京 84 (39、45) 78 宮澤 貞子 白鳳 89 (46、43) 飯田 貞子 真名 92 (43、49)

吉田 茜 姉ヶ崎 84 (39、45) 花沢 直美 新千葉 89 (46、43) 120 清水 えり子 成田東 93 (49、44)

40 佐々木 理恵 ノースショア 85 (44、41) 小川 いずみ 姉ヶ崎 89 (45、44) 野々村 和子 メイプルポイント 93 (49、44)

山口 八重子 姉ヶ崎 85 (43、42) 佐野 なおみ 東名 89 (45、44) 山中 通子 ブリック＆ウッド 93 (46、47)

平成23年8月29日

平成23年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

平川カントリークラブ( 6154Yards   Par 72 )


