
会場：

期日：

エントリー： 58名

出場： 57名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉田 茜 姉ヶ崎 73 (37、36) 堀江 久美 東京湾 89 (44、45)

勝 美枝子 館山 73 (36、37) 白 貞伊 カレドニアン 89 (42、47)

3 内山 汐里 東千葉 74 (37、37) 43 坂井 春美 立川国際 90 (48、42)

4 山口 久美 東京湾 77 (40、37) 久米 万希子 秦野 90 (46、44)

夏山 ルイ セゴビア 77 (38、39) 鈴木 美穂 富里 90 (45、45)

6 平田 悦子 カレドニアン 78 (38、40) 46 村野 友紀 嵐山 91 (45、46)

7 畑中 朝子 東京湾 79 (42、37) 47 斉藤 久美 京 92 (49、43)

田澤 美保 京 79 (42、37) 菊谷 希和子 東千葉 92 (46、46)

カヤット朱美 中田 袖ヶ浦 79 (41、38) 49 福島 浩美 石岡 94 (50、44)

八巻 奈津美 富里 79 (39、40) 前山 久美子 富士小山 94 (48、46)

横山 淳子 新千葉 79 (39、40) 肥田野 直美 東京湾 94 (46、48)

寺内 梓 皐月･佐野 79 (38、41) 飯嶋 裕子 セゴビア 94 (44、50)

13 笹生 重子 浜野 80 (44、36) 佐野 裕子 大厚木 94 (44、50)

耕田 千秋 桜 80 (41、39) 54 知識 文恵 袖ヶ浦 95 (51、44)

中島 友美 袖ヶ浦 80 (41、39) 55 堤 幸子 八幡 96 (48、48)

16 古川 侑杏 土浦 81 (42、39) 大島 真紀 万木城 96 (47、49)

内藤 真里 ロイヤルスター 81 (41、40) 57 鈴木 美穂 白鳳 98 (48、50)

東 真美 大厚木 81 (40、41) 欠場 陣内 久美子 秩父国際

森田 えりか 太平洋・御殿場 81 (39、42)

三枝 こころ 太平洋・御殿場 81 (37、44)

21 青木 理恵 東名 82 (42、40)

22 佐久間 みち 習志野 83 (45、38)

荒木 幸恵 大厚木 83 (42、41)

- 以 上、 予 選 通 過 －

伊藤 理恵 東名厚木 83 (42、41)

25 高橋 美絵 市原京急 84 (44、40)

26 渡邊 初節 富士レイクサイド 85 (42、43)

木島 千晶 カレドニアン 85 (42、43)

佐藤 みゆき 姉ヶ崎 85 (41、44)

安東 二子 新千葉 85 (40、45)

30 杉本 和子 大厚木 86 (43、43)

31 山野 直美 新千葉 87 (46、41)

横山 友香 オーク・ヒルズ 87 (44、43)

船越 菜美 成田東 87 (43、44)

34 馬場 由美 習志野 88 (48、40)

新保 美樹 新千葉 88 (48、40)

石川 歩美 大厚木 88 (47、41)

田中 尚子 カレドニアン 88 (44、44)

安岡 美香 東千葉 88 (42、46)

39 井上 春美 三島 89 (47、42)

大原 真理子 姉ヶ崎 89 (44、45)

8月28日(月)

平成29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

レイクウッド総成カントリークラブ 東・南コース( 6190Yards   Par 72 )


