
会場：

期日：
エントリー： 71名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 堀 美樹 ザ・レイクス 77 (39、38) 中茎 英子 千葉夷隅 90 (45、45)

渡辺 良子 相模 77 (36、41) 永田 光代 ブリック＆ウッド 90 (42、48)

3 落合 麻紀 箱根 78 (39、39) 43 伊藤 季世 京 91 (48、43)

福田 淳子 彩の森 78 (38、40) 佐々木 輝子 都 91 (47、44)

5 梨本 玲子 大相模 79 (41、38) 45 小宮 妙子 日高 92 (49、43)

佐久間 みち 習志野 79 (39、40) 飯田 真美 ワンウェイ 92 (47、45)

7 水澤 真澄 大利根 80 (41、39) 鈴木 治美 入間 92 (46、46)

8 カヤット アケミナカタ 袖ヶ浦 81 (40、41) 鈴木 ちえ子 川越 92 (45、47)

9 中野 陽子 箱根 82 (43、39) 中川 富美子 ノーザン錦ヶ原 92 (45、47)

柴本 尚美 日高 82 (41、41) 50 山下 勢津子 ブリック＆ウッド 93 (50、43)

東 真美 大厚木 82 (41、41) 奥山 悦子 八幡 93 (49、44)

12 坪井 佳笑 レーサム 83 (42、41) 山本 直子 皆川城 93 (49、44)

松本 早苗 クリアビュー 83 (42、41) 入江 美幸 セゴビア 93 (49、44)

折茂 由美子 鹿沼 83 (41、42) 林 絵理子 マナ 93 (47、46)

松本 京子 鳩山 83 (40、43) 浜垣 由香 高根 93 (47、46)

16 露木 直子 東名厚木 84 (45、39) 千野 理恵 白水 93 (46、47)

会澤 美保子 総武 84 (42、42) 古川 真美 津久井湖 93 (44、49)

堀江 美奈子 入間 84 (42、42) 58 亀山 博子 東京五日市 94 (47、47)

眞田 明美 彩の森 84 (40、44) 大貫 至子 東京湾 94 (45、49)

酒匂 直子 東千葉 84 (40、44) 60 山崎 睦子 皐月･佐野 95 (52、43)

21 細野 ハヅ季 沼津 85 (43、42) 春木 悠里 扶桑 95 (51、44)

月岡 美樹 皆川城 85 (42、43) 吉原 郁子 広陵 95 (46、49)

23 原口 莉絵子 彩の森 86 (45、41) 63 西田 さなえ 富士小山 97 (49、48)

福田 葉子 千葉 86 (45、41) 小林 清美 総武 97 (47、50)

郡山 香奈 成田東 86 (44、42) 近藤 道子 高麗川 97 (46、51)

田中 惠美子 嵐山 86 (40、46) 岩井 恭子 赤城国際 97 (46、51)

- 以 上、 予 選 通 過 － 67 石森 美恵子 鹿沼 98 (46、52)

27 桑田 智恵子 オーク・ヒルズ 87 (45、42) 68 和田 美紀 鳩山 99 (49、50)

飯嶋 裕子 セゴビア 87 (44、43) 69 養田 美奈子 姉ヶ崎 102 (54、48)

新井 徳子 八幡 87 (42、45) 70 鈴木 薫 マグレガー 105 (51、54)

30 荒木 幸恵 大厚木 88 (47、41) 欠場 原 慈子 皐月･佐野

窪田 和子 中津川 88 (43、45)

藤原 聡子 ニッソー 88 (43、45)

佐久間 祐子 秦野 88 (43、45)

谷口 千栄子 大相模 88 (40、48)

35 瀬崎 満代 芳賀 89 (46、43)

伊藤 寿美代 皆川城 89 (45、44)

橋 節子 那須 89 (44、45)

柳井 ひろみ サニーフィールド 89 (43、46)

才津 智美 ニッソー 89 (43、46)

40 丸山 久美子 鳩山 90 (46、44)

9月10日(月)

平成24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

日高カントリークラブ 西・南コース( 6129Yards   Par 72 )


