
会場：

期日：

エントリー： 71名

出場： 64名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 落合 麻紀 箱根 77 (40、37) 森本 やす子 メイプルポイント 93 (44、49)

2 角田 里子 鹿沼 78 (39、39) 杉崎 加代子 都 93 (43、50)

3 平林 春芳 富士御殿場 81 (42、39) 43 小林 道子 青梅 94 (49、45)

榎本 紀代美 皆川城 81 (39、42) 生沼 雪江 塩原 94 (48、46)

5 原口 莉絵子 彩の森 82 (43、39) 小笠原 恵美子 彩の森 94 (48、46)

6 窪田 和子 中津川 83 (42、41) 佐久間 祐子 習志野 94 (48、46)

瀬崎 満代 芳賀 83 (42、41) 西根 千秋 メイプルポイント 94 (47、47)

8 川上 環 ユニオンエース 84 (43、41) 林 真理子 東松苑 94 (46、48)

9 木村 佑子 柏崎 85 (45、40) 橋本 裕美子 多摩 94 (45、49)

内藤 洋子 日高 85 (44、41) 50 伊藤 容子 東名厚木 95 (49、46)

11 佐久間 みち 習志野 86 (47、39) 松本 夕起子 ユニオンエース 95 (48、47)

柴本 尚美 日高 86 (44、42) 三浦 美礼 GMG八王子 95 (45、50)

矢嶋 智都子 霞ヶ関 86 (43、43) 53 小島 美智子 飯能グリーン 96 (50、46)

14 堀江 美奈子 入間 87 (43、44) 林 恵子 メイプルポイント 96 (46、50)

小峰 利恵 日高 87 (42、45) 55 田中 由美 茨城ロイヤル 99 (51、48)

高野 裕子 鹿沼 87 (42、45) 栗原 美由紀 熊谷 99 (49、50)

17 中村 高子 クリアビュー 88 (46、42) 57 的場 登世子 芳賀 100 (51、49)

望月 和 大平台 88 (45、43) 大井 圭子 日高 100 (47、53)

服部 みつ サザンクロス 88 (44、44) 59 高橋 浩子 伊香保 102 (45、57)

20 入江 佳子 横浜 89 (46、43) 60 鈴木 聡子 阿見 103 (54、49)

武内 真由美 日高 89 (45、44) 61 塚本 三千代 東京よみうり 104 (50、54)

勝又 紀子 横浜 89 (44、45) 62 安田 絵美子 東松苑 105 (52、53)

23 森島 眞知子 ツインレイクス 90 (47、43) 63 石田 江美子 越生 107 (51、56)

菊地 眞澄 多摩 90 (46、44) 松永 玲子 飯能 107 (50、57)

伊原 節子 多摩 90 (41、49) 欠場 飯島 厚子 多摩

26 安藤 智美 メイプルポイント 91 (48、43) 欠場 大山 孝子 東京五日市

鈴木 輝子 霞ヶ関 91 (47、44) 欠場 久保田 里美 入間

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 森 薫 都

本郷 すみ江 藤岡 91 (47、44) 欠場 峰岸 まり子 ユニオンエース

初見 善子 小川 91 (45、46) 欠場 高橋 永江 烏山城

野田 啓子 ユニオンエース 91 (45、46) 欠場 松永 てる美 飯能

島路 五百子 横浜 91 (44、47)

32 立石 高子 東名厚木 92 (50、42)

中 麻里 東松苑 92 (46、46)

吉田 敦美 ツインレイクス 92 (45、47)

来住野 朱美 さいたま梨花 92 (44、48)

三好 枝理可 東京よみうり 92 (44、48)

37 石渡 陽子 都 93 (50、43)

渡部 寛美 東京よみうり 93 (50、43)

志柿 千寿 入間 93 (47、46)

岩間 恵 東松山 93 (46、47)

6月30日(月)

平成26年度関東女子シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

日高カントリークラブ　西・南コース( 5888Yards   Par 72 )


