
会場：

期日：
エントリー： 68名

出場： 65名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 平林 治子 都留 74 (38、36) 大山 聡子 富士笠間 90 (44、46)

2 折茂 由美子 鹿沼 80 (38、42) 湯浅 千晶 習志野 90 (44、46)

藤原 聡子 ニッソー 80 (37、43) 43 小島 範子 マナ 91 (47、44)

4 田崎 史子 新宇都宮 81 (43、38) 柏 真紀子 マナ 91 (47、44)

三村 彩子 成田GC 81 (41、40) 佐久間 祐子 習志野 91 (45、46)

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 81 (41、40) 浜垣 由香 高根 91 (44、47)

高橋 美絵 市原京急 81 (39、42) 47 田中 尚子 太平洋・御殿場 92 (47、45)

8 小池 晶代 白水 82 (41、41) 48 齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 93 (49、44)

関根 奈穂美 セントラル 82 (41、41) 森山 茜 千葉 93 (48、45)

松山 菜穂子 習志野 82 (40、42) 藤井 まさみ 高麗川 93 (48、45)

横山 亜弥子 浦和 82 (39、43) 延命 好子 美浦 93 (47、46)

12 石塚 靖子 我孫子 83 (43、40) 生沼 雪江 塩原 93 (47、46)

鈴木 悠子 太平洋・御殿場 83 (42、41) 北村 由希子 江戸崎 93 (45、48)

鈴木 佐知子 京 83 (42、41) 54 伴 美奈 オーク・ヒルズ 94 (49、45)

福田 葉子 千葉 83 (42、41) 55 長尾 説子 成田GC 95 (45、50)

16 松沢 浩子 太田双葉 84 (41、43) 56 上野 恵利子 江戸崎 96 (49、47)

17 佐久間 みち 習志野 85 (44、41) 林 絵理子 マナ 96 (48、48)

18 ﾊﾞｻﾞﾛﾊﾞ ﾅﾀﾘﾔ 鷹之台 86 (43、43) 井上 直子 袖ヶ浦 96 (47、49)

芹田 吉美 扶桑 86 (43、43) 59 一寸木 芳枝 メイフラワー 97 (48、49)

宮下 良美 京 86 (42、44) 米 美智子 鳩山 97 (47、50)

才津 智美 ニッソー 86 (41、45) 61 東本 眞弓 太平洋・佐野ヒルクレスト 100 (52、48)

22 伊藤 寿美代 皆川城 87 (45、42) 宮崎 佐智 鷹之台 100 (52、48)

川田 泉 鎌ヶ谷 87 (44、43) 63 三橋 理恵 東千葉 101 (48、53)

大迫 良子 習志野 87 (43、44) 64 鈴木 美穂 白鳳 106 (55、51)

飯野 弘美 皆川城 87 (40、47) 菊谷 希和子 東千葉 106 (52、54)

26 堀江 美奈子 入間 88 (46、42) 欠場 平川 佳子 高根

森 美華 船橋 88 (46、42) 欠場 新井 えり子 成田東

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 大塚 麗紗 筑波

芦澤 麻衣 藤ヶ谷 88 (45、43)

竹生 秀子 習志野 88 (44、44)

大川 弘子 鎌ヶ谷 88 (43、45)

島田 圭子 メイフラワー 88 (41、47)

32 千葉 祥子 東千葉 89 (46、43)

中村 和子 我孫子 89 (46、43)

横川 亜希子 扶桑 89 (45、44)

小川 美恵子 成田東 89 (45、44)

森嶋 優子 マナ 89 (44、45)

37 永瀬 美代子 武蔵 90 (49、41)

榎本 紀代美 皆川城 90 (47、43)

進藤 美恵子 鷹之台 90 (47、43)

藤木 由紀 皆川城 90 (45、45)

9月1日(月)

平成26年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース( 6154Yards   Par 72 )


