
会場：

期日：
エントリー： 80名

出場： 76名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小川原 秋 豊科 76 (37、39) 渡部 喜美子 皆川城 88 (41、47)

2 落合 麻紀 箱根 77 (38、39) 42 林 ツヤ子 富士箱根 89 (46、43)

3 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 78 (40、38) 小野 京子 ニュー・セントアンドリュース 89 (45、44)

福田 葉子 千葉 78 (38、40) 明角 恵理子 皐月･佐野 89 (44、45)

5 海野 睦美 霞台 80 (41、39) 古川 美知子 東千葉 89 (44、45)

小嶋 桃子 オリムピック 80 (39、41) 鈴木 ちえ子 川越 89 (44、45)

橋本 智代 こだま神川 80 (38、42) 越川 富士子 東京五日市 89 (43、46)

8 高杉 満紀子 レーサム 81 (42、39) 陳 公美 中山 89 (42、47)

秋元 喜美代 石坂 81 (40、41) 久次 香苗 ブリック＆ウッド 89 (40、49)

10 山口 加津子 裾野 82 (38、44) 50 大竹 紀子 武蔵 90 (49、41)

11 松本 啓子 武蔵 83 (43、40) 葉山 容子 足柄森林 90 (47、43)

千野 理恵 白水 83 (41、42) 上田 晶子 ブリック＆ウッド 90 (45、45)

渡辺 良子 相模 83 (40、43) 松本 洋子 東京五日市 90 (44、46)

14 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42) 岸田 祐子 富士小山 90 (44、46)

寺井 恵美 府中 84 (41、43) 55 岩田 みか 諏訪湖 91 (43、48)

武田 悦子 嵐山 84 (41、43) 岩間 恵 東松山 91 (41、50)

平林 春芳 富士御殿場 84 (40、44) 57 月岡 美樹 皆川城 92 (47、45)

安彦 真佐子 東京五日市 84 (39、45) 神戸 幸子 相模野 92 (47、45)

19 細野 ハヅ季 沼津 85 (44、41) 長崎 敦子 横浜 92 (47、45)

松山 奈津江 鹿沼72 85 (43、42) 東本 眞弓 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (46、46)

堀江 美奈子 入間 85 (43、42) 春木 悠里 扶桑 92 (46、46)

浜垣 由香 高根 85 (42、43) 高木 孝子 川越 92 (45、47)

田中 恵美子 嵐山 85 (42、43) 鈴木 治美 入間 92 (45、47)

吉田 みどり 石坂 85 (41、44) 笹貫 白根 横浜 92 (45、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大山 孝子 東京五日市 92 (45、47)

25 松宮 由季 新千葉 86 (45、41) 66 松村 英美 ユニオンエース 93 (50、43)

坂口 陽代 ユニオンエース 86 (44、42) 杉山 ひろ子 武蔵松山 93 (47、46)

小山 純子 日高 86 (44、42) 68 石田 京子 東京湾 94 (48、46)

村上 喜代子 京 86 (44、42) 里見 澄子 佐野 94 (44、50)

山本 誉子 富士御殿場 86 (43、43) 70 近藤 道子 高麗川 96 (48、48)

竹節 嘉恵 信濃 86 (42、44) 山本 佐和子 スプリングフィルズ 96 (48、48)

田村 和代 オリムピック 86 (42、44) 西根 千秋 富士小山 96 (46、50)

大矢根 眞理 新千葉 86 (40、46) 73 光國 真理子 武蔵松山 97 (50、47)

33 佐竹 千春 東名厚木 87 (45、42) 増田 佳子 オリムピック 97 (47、50)

藤田 利恵子 甘楽 87 (45、42) 75 松村 清子 東松苑 99 (49、50)

窪田 和子 東富士 87 (44、43) 76 森田 朋子 フレンドシップ 100 (51、49)

36 照井 久美 石坂 88 (46、42) 欠場 榎本 紀代美 皆川城

坂井 美千代 富士小山 88 (46、42) 欠場 天野 朱実 横浜

中井 俊子 嵐山 88 (45、43) 欠場 橋本 志保 大厚木

中村 聖子 ノースショア 88 (43、45) 欠場 菊地 純子 鹿島の杜

小俣 静江 東京五日市 88 (43、45)

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2ブロック予選競技

狭山ゴルフ・クラブ　東・南コース( 6067Yards   Par 72 )


