
会場：

期日：
エントリー： 80名

出場： 77名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 上野 美恵子 裾野 73 (37、36) 石本 純子 日高 86 (44、42)

2 清水 かおり 大厚木 75 (38、37) 福田 淳子 彩の森 86 (44、42)

3 小森 幸恵 矢板 76 (38、38) 佐々木 紫 彩の森 86 (43、43)

竹田 弘子 霞ヶ関 76 (37、39) 関口 絢子 武蔵 86 (43、43)

5 田村 幸子 紫雲 77 (39、38) 増田 京子 筑波 86 (41、45)

6 岩井 恭子 赤城国際 78 (40、38) 伏見 まり ギャツビイ 86 (40、46)

水澤 真澄 大利根 78 (40、38) 47 鈴木 輝子 霞ヶ関 87 (45、42)

坪井 佳笑 レーサム 78 (39、39) 伊藤 寿美代 皆川城 87 (44、43)

9 五十嵐 洋子 藤岡 79 (41、38) 野村 麻季 飯能 87 (43、44)

野尻 ゆかり セゴビア 79 (40、39) 50 伊藤 美也子 東京国際 88 (48、40)

鯨井 京子 日光 79 (39、40) 池田 朋代 小田原･松田 88 (45、43)

三木 美奈子 成田東 79 (38、41) 酒井 清江 彩の森 88 (45、43)

13 吉田 ケイ子 武蔵 80 (42、38) 桑田 智惠子 オーク・ヒルズ 88 (45、43)

加藤 仁美 塩原 80 (41、39) 眞田 明美 彩の森 88 (44、44)

出雲 映子 ノーザン錦ヶ原 80 (41、39) 大井 圭子 日高 88 (44、44)

鈴木 郁子 紫塚 80 (41、39) 田中 径子 飯能 88 (44、44)

小笠原 恵美子 彩の森 80 (40、40) 内藤 洋子 日高 88 (43、45)

18 杉浦 ちえみ 寄居 81 (42、39) 堀田 実佐子 成田東 88 (42、46)

松本 早苗 クリアビュー 81 (41、40) 手塚 さおり 立科 88 (42、46)

小川 志緒 川越 81 (40、41) 60 前山 久美子 富士小山 89 (45、44)

21 新井 麻衣子 成田東 82 (42、40) 松山 朱実 セントラル 89 (44、45)

小池 隆子 彩の森 82 (41、41) 62 瀬崎 満代 芳賀 90 (48、42)

23 三橋 京子 浜松シーサイド 83 (43、40) 飯田 真美 ホワイトバーチ 90 (45、45)

尾崎 美保 岡部チサン 83 (42、41) 永瀬 美代子 武蔵 90 (45、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 日柄 祐恵 相模原 90 (44、46)

高野 律子 大新潟・出雲崎 83 (42、41) 柳井 ひろみ サニーフィールド 90 (43、47)

小峰 利恵 日高 83 (41、42) 67 中井 惠理 寄居 91 (48、43)

柴本 尚美 日高 83 (41、42) 阿部 木綿子 相模野 91 (48、43)

坂上 暢子 河口湖 83 (41、42) 広田 綾子 川越 91 (45、46)

29 小川 美奈子 成田東 84 (45、39) 亀山 博子 東京五日市 91 (44、47)

平野 いずみ 南摩城 84 (45、39) 71 小川 幸子 寄居 92 (50、42)

別府 砂織 サニー 84 (44、40) 新井 えり子 成田東 92 (49、43)

小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 84 (43、41) 齊藤 浩子 武蔵 92 (47、45)

金子 弥生 相模原 84 (43、41) 74 野口 直子 ブリック＆ウッド 94 (50、44)

猪股 美恵子 上総富士 84 (41、43) 75 古野 千恵子 皆川城 96 (47、49)

進藤 美恵子 大利根 84 (41、43) 76 宮澤 由紀子 秋山 97 (51、46)

36 平木 崇子 彩の森 85 (44、41) 77 嶋田 真理 日高 100 (49、51)

松木 麻子 中条 85 (44、41) 欠場 千葉 祥子 東千葉

松沢 江美 栃木ヶ丘 85 (43、42) 欠場 福田 和子 紫塚

39 寺島 浩子 紫雲 86 (45、41) 欠場 小松 朝路 成田東

矢嶋 智都子 霞ヶ関 86 (44、42)
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