
平成23年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技
組合わせおよびスタート時間表
(最終ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　120名

於：嵐山カントリークラブ(6151yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

小岩 由加里 クリアビュー 83 篠塚 美幸 富里 78 末石 泰子 千葉夷隅 83 小澤 千恵子 白水 88

山口 加津子 裾野 83 小嶋 桃子 オリムピック 78 伊藤 季世 京 84 田辺 美恵子 藤岡 88

小坂 順子 千葉 83 角田 里子 紫塚 78 新井 麻衣子 成田東 84 三橋 京子 浜松シーサイド 89

平林 春芳 富士御殿場 83 福田 葉子 千葉 79 吉田 ケイ子 武蔵 84 山口 八重子 姉ヶ崎 89

後藤 弥生 京 83 海野 睦美 霞台 78 田谷 千秋 平塚富士見 84 出雲 映子 ノーザン錦ヶ原 89

田村 幸子 紫雲 83 佐久間 美樹 ザ・レイクス 78 上野 美恵子 裾野 84 入江 佳子 横浜 89

実方 久美子 富士 83 沓沢 良子 江戸崎 78 君塚 桂子 鴨川 84 佐々木 理恵 ノースショア 89

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 83 関根 奈穂美 セントラル 78 小川 志緒 川越 84 松本 啓子 武蔵 89

渡辺 良子 相模 82 森山 明子 石坂 76 清水 かおり 大厚木 84 小笠原 恵美子 彩の森 90

山本 美恵子 成田東 82 鈴木 郁子 紫塚 77 露木 晶子 オーク・ヒルズ 85 青木 英子 千葉 90

横川 亜希子 扶桑 82 松尾 律子 ギャツビイ 77 梨本 玲子 大相模 85 樋口 美代子 阿見 90

松山 菜穂子 習志野 83 鈴木 佐知子 京 77 富田 南海子 甘楽 85 斉藤 久美 京 90

高橋 美絵 市原京急 82 吉田 茜 姉ヶ崎 73 杉浦 ちえみ 寄居 85 田中 恵美子 嵐山 90

藤本 マサ 成田GC 82 竹田 弘子 霞ヶ関 74 笹生 重子 浜野 85 浜垣 由香 高根 91

落合 美詠子 ニッソー 82 安東 二子 新千葉 75 水澤 真澄 大利根 85 小川 千恵乃 鶴舞 91

加藤 仁美 塩原 82 千野 理恵 白水 76 三木 美奈子 成田東 85 来住野 朱美 さいたま梨花 91

横山 初枝 岡部チサン 81 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 85 会澤 美保子 総武 92

門田 和枝 千葉国際 81 田中 真弓 成田東 85 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 92

堀江 美奈子 入間 82 高杉 満紀子 レーサム 85 今井 信子 箱根 92

鯉沼 良美 東松苑 82 五十嵐 洋子 藤岡 86 吉田 みどり 石坂 93

落合 麻紀 箱根 81 松山 奈津江 鹿沼72 86 勝又 紀子 横浜 93

高橋 寿子 皐月･鹿沼 81 高橋 依巳 GMG八王子 86 中村 薫 千葉桜の里 93

佐藤 彩香 小田原･松田 81 石川 洋子 サニーフィールド 86 鯨井 京子 日光 94

原口 麻子 皐月･佐野 81 松野 雅子 カレドニアン 86 田中 幸子 成田東 96

秋元 喜美代 石坂 81 武田 悦子 嵐山 86

山口 久美 東京湾 81 寺井 恵美 府中 86

森 美華 船橋 81 小池 隆子 彩の森 86

加藤 理刈 伊豆大仁 81 野尻 ゆかり セゴビア 86

長谷川 浩子 京 80 岩井 恭子 赤城国際 86

横山 亜弥子 浦和 81 平林 治子 都留 87

松本 京子 鳩山 81 長尾 説子 成田ハイツリー 88

小森 幸恵 矢板 81 安彦 真佐子 東京五日市 88

小池 佳代 立川国際 80 橋本 智代 こだま神川 88

宮 美佳 GMG八王子 80 松本 早苗 クリアビュー 88

露木 直子 東名厚木 80 木川 めぐみ セントラル 88

南雲 真理 箱根 80 藤原 聡子 ニッソー 88

栗原 美佐枝 小田原･松田 79 小池 晶代 白水 88

小川原 秋 豊科 79 石塚 靖子 我孫子 88

平田 悦子 カレドニアン 79 坪井 佳笑 レーサム 88

田中 博子 ツインレイクス 79 鏑木 友子 成田東 88

※組合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内　藤　正　幸
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