
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 139名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 関根 奈穂美 セントラル 73 (37、36) 42 古澤 久絵 扶桑 85 (45、40) 井上 直子 石岡・ウエスト 88 (46、42) 宮下 志保 グレンオークス 93 (43、50)

宮下 ひとみ 大厚木 73 (36、37) 斉藤 久美 京 85 (45、40) 西 明美 富里 88 (46、42) 124 齊野 陽子 ワンウェイ 95 (52、43)

3 小岩 由加里 クリアビュー 75 (37、38) 松野 雅子 カレドニアン 85 (44、41) 上條 滋子 松本 88 (45、43) 松元 美幸 エンゼル 95 (48、47)

4 門田 和枝 千葉国際 76 (36、40) 伴 美奈 オーク・ヒルズ 85 (44、41) 長岩 洋子 清川 88 (45、43) 石井 みさ子 成田GC 95 (46、49)

佐藤 彩香 小田原･松田 76 (36、40) 岩永 純子 レイクウッド大多喜 85 (44、41) 伊藤 結花 箱根 88 (45、43) 127 本多 美峰 真名 96 (49、47)

鯉沼 良美 東松苑 76 (36、40) 本宮 あゆみ ニッソー 85 (43、42) 山口 真美子 鎌ヶ谷 88 (44、44) 徳本 知恵美 新千葉 96 (48、48)

7 西山 里子 大熱海国際 77 (41、36) 池本 直美 八幡 85 (43、42) 松木 麻子 中条 88 (44、44) 板垣 貴子 富里 96 (48、48)

8 小田倉 富士子 芳賀 78 (38、40) 横山 淳子 新千葉 85 (43、42) 河辺 陽子 カレドニアン 88 (44、44) 130 三橋 理恵 東千葉 97 (48、49)

9 高橋 美絵 市原京急 79 (41、38) 佐々木 理恵 ノースショア 85 (43、42) 楠本 和子 沼津 88 (44、44) 陳 公美 中山 97 (48、49)

栗原 美佐枝 小田原･松田 79 (38、41) 酒巻 芙蓉 東京 85 (42、43) 千葉 祥子 東千葉 88 (43、45) 132 田中 尚子 太平洋・御殿場 98 (50、48)

高杉 満紀子 レーサム 79 (38、41) 成澤 美保 大厚木 85 (42、43) 君塚 桂子 鴨川 88 (43、45) 葉山 容子 大秦野 98 (49、49)

中島 忍 千葉夷隅 79 (36、43) 中村 薫 千葉桜の里 85 (41、44) 高井 和美 岩瀬桜川 88 (42、46) 島崎 典枝 富里 98 (47、51)

13 長谷川 浩子 京 80 (43、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 梅澤 美穂子 東千葉 88 (42、46) 135 水上 由美子 鶴舞 99 (49、50)

平田 悦子 カレドニアン 80 (42、38) 梶谷 春美 カレドニアン 85 (41、44) 95 中村 和子 我孫子 89 (45、44) 136 石田 京子 東京湾 100 (51、49)

新井 麻衣子 成田東 80 (42、38) 幸 実紀 オーク・ヒルズ 85 (40、45) 後藤 弥生 京 89 (45、44) 137 柴田 裕美子 カレドニアン 101 (50、51)

小坂 順子 千葉 80 (39、41) 56 井上 春美 三島 86 (47、39) 大矢根 眞理 新千葉 89 (45、44) 棄権 池田 律子 東千葉

17 横川 亜希子 扶桑 81 (45、36) 遠藤 睦子 カレドニアン 86 (45、41) 長尾 説子 成田ハイツリー 89 (44、45) 棄権 多勢 リサ スプリングフィルズ

尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (42、39) 南 陽子 鷹彦スリー 86 (44、42) 石川 洋子 サニーフィールド 89 (43、46) 欠場 芹田 吉美 扶桑

進藤 美恵子 大利根 81 (41、40) 松宮 由季 新千葉 86 (44、42) 山本 美恵子 成田東 89 (42、47) 欠場 前田 元子 富里

今井 信子 箱根 81 (41、40) 樋口 節子 東千葉 86 (44、42) 金子 弥生 相模原 89 (42、47) 欠場 柿沼 美佐子 皆川城

田中 真弓 成田東 81 (40、41) 入江 佳子 横浜 86 (43、43) 102 菅原 由美子 東名厚木 90 (47、43) 欠場 鈴木 麻里子 宍戸ヒルズ

高田 貴子 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (39、42) 鈴木 悠子 太平洋・御殿場 86 (42、44) 塩島 千有希 東千葉 90 (45、45) 欠場 岩本 朋美 千葉夷隅

23 樋口 美代子 阿見 82 (45、37) 村上 喜代子 京 86 (41、45) 飯田 貞子 真名 90 (44、46)

松本 洋子 東京五日市 82 (43、39) 内山 朝子 富里 86 (41、45) 105 牧野 智子 富里 91 (48、43)

上野 千津美 霞台 82 (43、39) 森 美華 船橋 86 (40、46) 花沢 直美 新千葉 91 (47、44)

安東 二子 新千葉 82 (42、40) 鈴木 佐知子 京 86 (40、46) 宮下 良美 京 91 (46、45)

山口 久美 東京湾 82 (41、41) 67 山上 和子 富士御殿場 87 (46、41) 御園 未奈子 カレドニアン 91 (46、45)

菅谷 直子 千葉夷隅 82 (40、42) 山崎 千鶴子 小田原･松田 87 (46、41) 蒲谷 みちよ 富里 91 (46、45)

勝又 紀子 横浜 82 (40、42) 小俣 静江 東京五日市 87 (46、41) 西島 典子 霞台 91 (45、46)

芦澤 麻衣 藤ヶ谷 82 (39、43) 末石 泰子 千葉夷隅 87 (45、42) 山中 通子 ブリック＆ウッド 91 (45、46)

原 友美 富里 82 (39、43) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 87 (44、43) 石倉 みゆき 袖ヶ浦 91 (45、46)

平林 春芳 富士御殿場 82 (38、44) 遠藤 芳江 アバイディング 87 (44、43) 海野 綾子 猿島 91 (43、48)

33 松山 菜穂子 習志野 83 (41、42) 竹生 秀子 習志野 87 (43、44) 114 佐藤 都美子 鎌倉 92 (47、45)

新保 美樹 新千葉 83 (40、43) 鏑木 友子 成田東 87 (43、44) 藤木 由紀 皆川城 92 (45、47)

上田 啓子 加茂 83 (37、46) 染谷 信子 猿島 87 (43、44) 谷口 雅子 中山 92 (44、48)

36 小川 千恵乃 鶴舞 84 (43、41) 八巻 奈津美 スターツ笠間 87 (42、45) 星野 アツ子 富里 92 (44、48)

清水 かおり 大厚木 84 (42、42) 島路 五百子 横浜 87 (42、45) 浅井 敦子 新千葉 92 (43、49)

菅野 朋子 アスレチック 84 (42、42) 菊地 純子 鹿島の杜 87 (41、46) 119 小方 弘子 花生 93 (49、44)

三木 美奈子 成田東 84 (42、42) 79 信戸 香代 サンヒルズ 88 (46、42) 辺土名 きぬえ 富里 93 (48、45)

松山 朱実 セントラル 84 (42、42) 船岳 眞理 富里 88 (46、42) 三橋 真弓 中山 93 (46、47)

梅田 涼子 太平洋・御殿場 84 (41、43) 佐藤 恵子 新千葉 88 (46、42) 新宅 得穂 富里 93 (43、50)

9月11日(火)

平成24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

富里ゴルフ倶楽部( 6092Yards   Par 72 )


