
会場：

期日：

エントリー： 56名

出場： 55名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 長瀬 万寿 東京 80 (40、40) 嶋田 真理 日高 95 (47、48)

高橋 正子 東松苑 80 (38、42) 上條 春海 中央道晴ヶ峰 95 (45、50)

3 松島 君子 青梅 82 (41、41) 宮嶋 淑子 ゴールデンレイクス 95 (43、52)

加藤 仁美 日高 82 (39、43) 44 小俣 静江 東京五日市 96 (50、46)

黒野 美奈 キングフィールズ 82 (39、43) 安達 真弓 皐月･佐野 96 (46、50)

出雲 映子 ノーザン錦ヶ原 82 (38、44) 46 里見 澄子 佐野 97 (40、57)

7 田辺 美恵子 藤岡 83 (40、43) 47 松村 清子 東松苑 98 (51、47)

8 山口 真美子 鎌ヶ谷 84 (43、41) 山崎 睦子 皐月･佐野 98 (47、51)

中山 嘉子 富士御殿場 84 (42、42) 井上 久美子 武蔵松山 98 (47、51)

大石 早苗 皐月･佐野 84 (40、44) 福田 良子 宍戸ヒルズ 98 (46、52)

杉浦 ちえみ 寄居 84 (39、45) 白石 美津子 東名厚木 98 (45、53)

鈴木 治美 入間 84 (38、46) 52 瀧口 まゆみ ファイブエイト 99 (49、50)

13 橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 85 (42、43) 53 横山 静子 ノースショア 102 (51、51)

吉田 みどり 石坂 85 (41、44) 池田 久美子 府中 102 (49、53)

猪野 智子 浦和 85 (40、45) 55 加賀見 美花 宍戸ヒルズ 104 (49、55)

佐竹 千春 飯能 85 (40、45) 欠場 中井 惠理 寄居

17 伊東 法子 皐月･佐野 86 (43、43)

松沢 江美 栃木ヶ丘 86 (42、44)

眞田 明美 彩の森 86 (41、45)

20 五十嵐 洋子 藤岡 87 (45、42)

大越 景子 青梅 87 (41、46)

- 以 上、 予 選 通 過 －

22 松本 洋子 東京五日市 88 (43、45)

高橋 依巳 GMG八王子 88 (41、47)

24 金子 浩美 飯能 90 (46、44)

中村 聖子 ノースショア 90 (45、45)

田中 弓子 日光 90 (44、46)

27 岩田 淳子 横浜 91 (47、44)

山口 真理子 宍戸ヒルズ 91 (46、45)

泊 美津枝 入間 91 (46、45)

越川 富士子 東京五日市 91 (46、45)

31 富田 南海子 甘楽 92 (50、42)

田中 径子 飯能 92 (46、46)

井川 真理子 河口湖 92 (44、48)

田中 陽子 東京国際 92 (44、48)

35 岩崎 晴美 浦和 93 (46、47)

36 渡邉 薫 ノーザン錦ヶ原 94 (44、50)

白畑 恭子 太平洋・佐野ヒルクレスト 94 (43、51)

38 鈴木 春美 ノーザン錦ヶ原 95 (49、46)

小宮 妙子 日高 95 (49、46)

芳賀 京子 入間 95 (48、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3ブロック予選競技

日高カントリークラブ　南・東コース( 5915Yards   Par 72 )


