
会場：

期日：
エントリー： 80名

出場： 78名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 田谷 千秋 平塚富士見 75 (37、38) 川上 環 ユニオンエース 87 (43、44)

小池 佳代 立川国際 75 (37、38) 楠澤 敏枝 石坂 87 (43、44)

3 平林 治子 都留 76 (38、38) 古川 康子 千葉 87 (43、44)

4 松尾 律子 ギャツビイ 77 (37、40) 酒巻 芙蓉 富士御殿場 87 (43、44)

5 小澤 千恵子 白水 78 (40、38) 池亀 征矢子 東千葉 87 (42、45)

田中 真弓 成田東 78 (39、39) 川口 文郁恵 秦野 87 (41、46)

原口 麻子 皐月･佐野 78 (38、40) 47 安達 真弓 皐月･佐野 88 (45、43)

梨本 玲子 大相模 78 (37、41) 小林 かおり 武蔵 88 (44、44)

9 富田 南海子 甘楽 79 (40、39) 若林 昭子 廣済堂埼玉 88 (44、44)

松本 京子 鳩山 79 (39、40) 森島 眞知子 ツインレイクス 88 (43、45)

森山 明子 石坂 79 (38、41) 田中 弓子 日光 88 (43、45)

12 横山 初枝 岡部チサン 80 (41、39) 52 小宮 妙子 日高 89 (48、41)

来住野 朱美 さいたま梨花 80 (41、39) 白石 美津子 東名厚木 89 (45、44)

小坂 順子 千葉 80 (41、39) 村上 けい子 セゴビア 89 (45、44)

田辺 美恵子 藤岡 80 (40、40) 山内 啓子 東京国際 89 (44、45)

実方 久美子 富士 80 (39、41) 上條 滋子 松本 89 (44、45)

17 石川 洋子 サニーフィールド 81 (42、39) 57 青柳 明美 日高 90 (46、44)

宮 美佳 GMG八王子 81 (40、41) 浅見 玉江 相武 90 (45、45)

小池 晶代 白水 81 (40、41) 松島 君子 立川国際 90 (45、45)

石塚 靖子 我孫子 81 (39、42) 安田 弘子 立川国際 90 (44、46)

高橋 香雅美 小田原･松田 81 (38、43) 北村 由希子 江戸崎 90 (43、47)

22 高橋 依巳 GMG八王子 82 (43、39) 柴田 章江 浦和 90 (42、48)

青木 英子 千葉 82 (42、40) 63 斉野 陽子 ホワイトバーチ 91 (46、45)

横山 亜弥子 浦和 82 (41、41) 下条 房子 石坂 91 (45、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 泉口 礼子 姉ヶ崎 91 (45、46)

伊藤 結花 ザ・レイクス 82 (40、42) 岩佐 恵子 相模湖 91 (43、48)

原 慈子 皐月･佐野 82 (39、43) 67 上條 貴美子 立川国際 92 (45、47)

原口 莉絵子 彩の森 82 (39、43) 井上 道子 栃木ヶ丘 92 (43、49)

28 中茎 英子 千葉夷隅 83 (42、41) 69 猪野 智子 浦和 93 (48、45)

染野 さち子 岡部チサン 83 (42、41) 70 山田 優美子 立川国際 95 (50、45)

山崎 睦子 皐月･佐野 83 (40、43) 石渡 陽子 都 95 (46、49)

31 立石 高子 東名厚木 84 (42、42) 72 三石 純子 石坂 96 (48、48)

入江 美幸 セゴビア 84 (42、42) 三浦 美礼 GMG八王子 96 (44、52)

西村 治美 東名厚木 84 (40、44) 74 保坂 久代 都 97 (46、51)

佐久間 みち 習志野 84 (39、45) 75 岸野 光枝 立川国際 98 (47、51)

35 佐久間 祐子 秦野 85 (41、44) 76 上條 典子 日光 100 (52、48)

飯嶋 裕子 セゴビア 85 (38、47) 77 塚本 三千代 東京よみうり 103 (52、51)

37 相田 ひろみ 浦和 86 (45、41) 棄権 三枝 晴美 浦和

伴 美奈 オーク・ヒルズ 86 (40、46) 欠場 加勢 エミ子 甘楽

39 杉山 基子 本厚木 87 (44、43) 欠場 石井 京子 立川国際

遠藤 玉恵 千葉 87 (44、43)
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平成23年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

狭山ゴルフ・クラブ　西・東コース( 6036Yards   Par 72 )


