
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 川岸 史果 大宮国際 68 (33、35) 山崎 星夏 葉山国際 78 (38、40) 佐藤 彩香 小田原･松田 82 (38、44) 仁保 美和子 京 90 (45、45)

2 志賀 友香 塩原 71 (33、38) 町田 涼紗 ニッソー 78 (38、40) 83 石橋 瞳 東名厚木 83 (43、40) 乙丸 知子 新千葉 90 (44、46)

3 稲葉 七海 富士見ヶ丘 72 (37、35) 畑岡 奈紗 水戸レイクス 78 (37、41) 加藤 仁美 日高 83 (42、41) 前田 聖美 葉山国際 90 (41、49)

佐藤 千紘 伊勢原 72 (35、37) 鈴木 裕乃 長太郎 78 (37、41) 川島 綾乃 法政大 83 (42、41) 126 島崎 理子 葉山国際 91 (47、44)

松森 彩夏 小田原･日動御殿場 72 (34、38) 大石 彩未 穂高 78 (37、41) 田中 梨菜 東千葉 83 (42、41) 菅野 朋子 アスレチック 91 (46、45)

鈴木 萌子 千葉国際 72 (34、38) 後藤 弥生 京 78 (35、43) 笹生 重子 浜野 83 (41、42) 石田 京子 東京湾 91 (44、47)

安田 彩乃 千葉国際 72 (34、38) 48 志賀 怜香 鹿沼72 79 (41、38) 小川 志緒 川越 83 (41、42) 129 伴 美奈 オーク・ヒルズ 93 (48、45)

8 市川 里菜 葉山国際 73 (38、35) 安孫子 美央 佐久平 79 (39、40) 高橋 和華 東名 83 (40、43) 菓子田 智子 皐月･鹿沼 93 (43、50)

植竹 希望 ロイヤルスター 73 (37、36) 栗原 美佐枝 小田原･松田 79 (39、40) 露木 直子 東名厚木 83 (38、45) 131 古野 千恵子 皆川城 94 (47、47)

林 菜乃子 湯河原 73 (37、36) 西野 桜 那須小川 79 (39、40) 田中 幸子 成田東 83 (38、45) 132 尾崎 由紀子 カナリヤガーデン 95 (48、47)

岡村 優 水戸レイクス 73 (37、36) 川岸 紘子 大宮国際 79 (39、40) 92 莇 菜都美 日本大 84 (43、41) 133 春木 悠里 扶桑 97 (48、49)

木戸 侑来 ロイヤルスター 73 (36、37) 原 英莉花 葉山国際 79 (38、41) 小川 夕月 富士ロイヤル 84 (42、42) 中村 静江 東千葉 97 (47、50)

澄川 愛 新千葉 73 (35、38) 54 中茎 英子 千葉夷隅 80 (41、39) 乗富 結 浅見 84 (42、42) 吉原 郁子 広陵 97 (46、51)

14 松森 杏佳 小田原･日動御殿場 74 (39、35) 梅田 涼子 太平洋・御殿場 80 (41、39) 須田 萌子 那須小川 84 (42、42) 136 花沢 直美 新千葉 98 (49、49)

西村 美希 セゴビア 74 (37、37) 北城 彩都子 霞南 80 (41、39) 入江 美幸 セゴビア 84 (42、42) 137 野村 範依 カナリヤガーデン 109 (53、56)

金澤 志奈 城里 74 (36、38) 小倉 ひまわり 那須小川 80 (40、40) 松山 菜穂子 習志野 84 (41、43) 失格 井澤 治奈 那須小川

照山 亜寿美 城里 74 (36、38) 笹川 翼 寄居 80 (39、41) 高橋 美絵 市原京急 84 (41、43) 棄権 溝口 裕利江 メイプルポイント

18 木村 彩子 上総富士 75 (41、34) 荒川 侑奈 ニッソー 80 (39、41) 99 湯浅 舞姫 立教大 85 (46、39) 欠場 笹原 優美 大宮国際

佐久間 綾女 水戸レイクス 75 (40、35) 松尾 律子 ギャツビイ 80 (38、42) 梨本 玲子 大相模 85 (45、40) 欠場 川勝 美紀 小田原･松田

伊藤 栞奈 千葉国際 75 (40、35) 富田 麻衣 中央学院大 80 (38、42) 長谷川 浩子 京 85 (42、43) 欠場 矢嶋 智都子 霞ヶ関

廣田 真優 那須小川 75 (39、36) 赤荻 瑠那 水戸レイクス 80 (37、43) 耕田 千秋 桜 85 (41、44) 欠場 島崎 吉枝 葉山国際

丹野 寧々 水戸レイクス 75 (38、37) 大西 葵 ニッソー 80 (37、43) 103 谷口 千栄子 大相模 86 (43、43) 欠場 大貫 至子 東京湾

平林 治子 都留 75 (38、37) 沼田 玲奈 鹿沼72 80 (37、43) 宮崎 優子 小田原･松田 86 (43、43)

佐藤 文香 豊岡国際 75 (37、38) 後藤 彩花 千葉国際 80 (36、44) 星 愛海 鹿沼72 86 (43、43)

真田 来美 佐久平 75 (37、38) 66 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 81 (43、38) 山口 久美 東京湾 86 (42、44)

工藤 優海 ニッソー 75 (36、39) 上野 美恵子 裾野 81 (42、39) 鈴木 希 クリスタル 86 (42、44)

入江 亜衣 城里 75 (34、41) 本宮 あゆみ ニッソー 81 (41、40) 清水 かおり 大厚木 86 (42、44)

28 飛田 愛理 城里 76 (39、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 乗富 舞 浅見 86 (41、45)

北井 由梨 オリムピック 76 (39、37) 田谷 千秋 平塚富士見 81 (41、40) 110 難波江 久美 房総 87 (46、41)

箕手 愛美 中央学院大 76 (39、37) 石井 理緒 新発田城 81 (41、40) 吉本 光里 佐原 87 (44、43)

宮本 香怜 セベ・バレステロス 76 (38、38) 木村 郁美 水戸レイクス 81 (39、42) 山本 佳世子 大利根 87 (41、46)

蛭田 みな美 鷹彦スリー 76 (37、39) 市村 香純 水戸レイクス 81 (39、42) 113 増田 京子 筑波 88 (43、45)

33 大出 瑞月 那須小川 77 (39、38) 香取 真朱 セントラル 81 (39、42) 野々村 和子 メイプルポイント 88 (43、45)

小林 千夏 京 77 (37、40) 久松 伽菜 日本大 81 (38、43) 長尾 説子 成田ハイツリー 88 (42、46)

岩崎 安珠 東名 77 (36、41) 75 粕谷 美佳 佐久平 82 (41、41) 久保田 有里 法政大 88 (42、46)

福井 貴子 那須小川 77 (35、42) 鶴岡 果恋 葉山国際 82 (41、41) 加藤 理刈 伊豆大仁 88 (42、46)

37 廣田 美優 那須小川 78 (41、37) 安部 ゆいか 東京五日市 82 (41、41) 118 氏原 小百合 中央学院大 89 (45、44)

臼井 麗香 皐月･鹿沼 78 (40、38) 赤荻 瑠花 水戸レイクス 82 (41、41) 原田 美穂 専修大 89 (43、46)

本多 奈央 南富士 78 (40、38) 板倉 由姫乃 上総富士 82 (40、42) 鈴木 佐知子 京 89 (41、48)

池田 真理 ニッソー 78 (39、39) 田中 真弓 成田東 82 (40、42) 121 高後 富美江 富士平原 90 (47、43)

三浦 凪沙 美浦 78 (39、39) 樋口 莉沙 水戸レイクス 82 (38、44) 吉田 薫 鶴舞 90 (46、44)

4月23日(月)

平成24年度関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

浜野ゴルフクラブ( 6244Yards   Par 72 )


