
会場：

期日：
エントリー： 55名

出場： 52名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岩井 絵里 東千葉 77 (39、38) 後藤 弥生 京 93 (47、46)

堀 美樹 木更津 77 (38、39) 塩島 千有希 東千葉 93 (45、48)

3 古川 侑杏 土浦 78 (40、38) 43 水上 由美子 鶴舞 94 (51、43)

新保 美樹 新千葉 78 (37、41) 今関 よしみ ロイヤルスター 94 (49、45)

5 角田 里子 鹿沼 79 (39、40) 兎澤 由美子 一の宮 94 (42、52)

6 猪野 智子 浦和 81 (42、39) 46 齋藤 珠美 京 95 (48、47)

吉田 薫 鶴舞 81 (40、41) 賀爾欽 美智子 東京湾 95 (46、49)

8 今井 信子 箱根 82 (42、40) 48 篠原 圭子 甲斐駒 96 (45、51)

門田 和枝 新千葉 82 (41、41) 49 佐藤 恵子 新千葉 97 (47、50)

竹田 ひろ子 東京 82 (38、44) 50 小野寺 容子 石岡・ウエスト 98 (48、50)

11 斉藤 久美 京 83 (40、43) 51 白畑 恭子 太平洋・佐野ヒルクレスト 99 (52、47)

伊藤 るみ 習志野 83 (39、44) 失格 金山 眞理子 一の宮

13 笹生 重子 浜野 84 (44、40) 欠場 大原 真理子 東京湾

中村 真由美 ノーザン錦ヶ原 84 (40、44) 欠場 塚本 三千代 東京よみうり

15 安東 二子 新千葉 85 (43、42) 欠場 鈴木 薫 マグレガー

堀野 恵美 入間 85 (42、43)

17 鈴木 郁子 鹿沼 87 (46、41)

野田 理咲 JGM・やさと石岡 87 (45、42)

南 陽子 鷹彦スリー 87 (44、43)

見津 佳子 JGM・やさと石岡 87 (43、44)

相田 ひろみ 浦和 87 (43、44)

海野 綾子 猿島 87 (43、44)

- 以 上、 予 選 通 過 －

23 馬場 由美 習志野 88 (44、44)

堀江 久美 東京湾 88 (42、46)

25 中茎 英子 千葉夷隅 89 (46、43)

桑田 智恵子 オーク・ヒルズ 89 (45、44)

飯嶋 裕子 セゴビア 89 (45、44)

樋口 節子 東千葉 89 (44、45)

29 新井 麻衣子 成田東 90 (48、42)

佐野 裕子 大厚木 90 (47、43)

松本 洋子 東京五日市 90 (46、44)

関根 麻衣子 成田東 90 (45、45)

33 小俣 静江 東京五日市 91 (47、44)

中島 千恵 大平台 91 (45、46)

35 根津 邦子 石岡・ウエスト 92 (46、46)

山下 明子 東京 92 (46、46)

笹貫 白根 横浜 92 (45、47)

池田 朋代 小田原･松田 92 (45、47)

山中 通子 ブリック＆ウッド 92 (44、48)

40 松宮 由季 新千葉 93 (49、44)

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2ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース( 6177Yards   Par 72 )


