
会場：

期日：

エントリー： 72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 松本 京子 鳩山 79 (38、41) 倉科 鈴恵 嵐山 92 (47、45)

2 森山 明子 石坂 80 (39、41) 小川 裕子 武蔵 92 (47、45)

3 吉田 ケイ子 武蔵 81 (41、40) 楢松 千香子 石坂 92 (47、45)

4 海老原 文郁恵 秦野 83 (43、40) 大村 恵子 東京国際 92 (46、46)

加藤 理刈 平塚富士見 83 (42、41) 安彦 真佐子 東京五日市 92 (46、46)

6 小池 晶代 白水 84 (44、40) 津堅 典子 オリムピック 92 (44、48)

田村 和代 オリムピック 84 (44、40) 47 小島 房江 鶴舞 93 (48、45)

原島 智恵子 鳩山 84 (42、42) 近藤 征江 嵐山 93 (47、46)

田中 惠美子 嵐山 84 (42、42) 齊藤 浩子 武蔵 93 (47、46)

石川 洋子 サニーフィールド 84 (39、45) 楠澤 敏枝 石坂 93 (47、46)

11 松本 早苗 クリアビュー 85 (42、43) 小野 京子 ニュー・セントアンドリュース 93 (43、50)

石塚 靖子 我孫子 85 (42、43) 52 濱野 道子 浦和 94 (48、46)

金田 康子 セゴビア 85 (41、44) 53 西川 啓子 武蔵 95 (49、46)

大竹 紀子 武蔵 85 (41、44) 54 平木 温子 日高 96 (48、48)

15 武田 悦子 嵐山 86 (45、41) 三石 純子 石坂 96 (48、48)

大谷 伊利子 鹿沼 86 (44、42) 今福 陽子 中津川 96 (48、48)

豊崎 幸子 かすみがうらOGM 86 (44、42) 辨谷 知子 オリムピック 96 (47、49)

山田 生美 武蔵 86 (44、42) 三枝 晴美 浦和 96 (47、49)

玉田 美恵子 越後 86 (43、43) 59 大木 久子 かすみがうらOGM 97 (50、47)

菱沼 みどり 嵐山 86 (42、44) 岸田 祐子 富士小山 97 (46、51)

21 横山 初枝 岡部チサン 87 (46、41) 近藤 道子 武蔵 97 (46、51)

下条 房子 石坂 87 (45、42) 62 梛木 美百合 都留 99 (51、48)

杉山 基子 本厚木 87 (45、42) 佐藤 美奈 東京五日市 99 (49、50)

豊田 章子 平塚富士見 87 (45、42) 64 山田 三枝子 都留 100 (51、49)

25 小川 幸子 浦和 88 (46、42) 65 青柳 宣子 武蔵 101 (52、49)

染野 さち子 岡部チサン 88 (41、47) 青柳 明美 日高 101 (48、53)

27 柴田 章江 浦和 89 (46、43) 志田 千恵子 鳩山 101 (48、53)

- 以 上、 予 選 通 過 － 68 光國 真理子 武蔵松山 102 (51、51)

石本 純子 日高 89 (44、45) 69 高木 はつの 都留 104 (52、52)

29 鈴木 昌美 川越 90 (46、44) 70 若林 敏子 鳩山 108 (58、50)

武藤 京子 相模原 90 (43、47) 欠場 井上 以知子 さいたま

鈴木 美知子 皐月･鹿沼 90 (43、47) 欠場 松澤 美智子 都留

32 山内 啓子 東京国際 91 (47、44)

木村 美代子 嵐山 91 (46、45)

鈴木 ちえ子 川越 91 (46、45)

杉山 ひろ子 武蔵松山 91 (46、45)

相田 ひろみ 浦和 91 (45、46)

37 村上 けい子 セゴビア 92 (49、43)

巻島 知子 都賀 92 (49、43)

菊池 文子 岡部チサン 92 (48、44)

丸山 君江 ヴィンテージ 92 (47、45)

6月30日(月)

平成26年度関東女子シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

日高カントリークラブ　東・西コース( 6081Yards   Par 72 )


