
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 139名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 南雲 貴菜 エーデルワイス 75 (40、35) 堀田 実佐子 成田東 83 (39、44) 星野 響子 岡部チサン 87 (39、48) 123 石黑 明子 セゴビア 95 (49、46)

金井 佳代 青梅 75 (37、38) 43 別府 砂織 サニー 84 (44、40) 83 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 88 (44、44) 根岸 節子 太平洋・佐野ヒルクレスト 95 (47、48)

倉田 夕子 東京カントリー 75 (36、39) 松木 麻子 中条 84 (43、41) 信戸 香代 東松山 88 (44、44) 米谷 麗子 大厚木 95 (47、48)

4 小川 志緒 川越 76 (37、39) 野尻 ゆかり 日高 84 (43、41) 小川 裕子 武蔵 88 (44、44) 佐藤 智美 埼玉国際 95 (47、48)

5 小田倉 富士子 芳賀 77 (39、38) 入江 美幸 小山 84 (42、42) 大内田 一美 岡部チサン 88 (43、45) 豊島 絵里子 裾野 95 (47、48)

関根 奈穂美 セントラル 77 (38、39) 上野 美恵子 裾野 84 (42、42) 堀江 美奈子 入間 88 (43、45) 128 原島 智恵子 鳩山 96 (51、45)

田谷 千秋 平塚富士見 77 (36、41) 石井 由紀子 ワンウェイ 84 (42、42) 松沢 浩子 太田双葉 88 (42、46) 宮田 鈴子 ブリック＆ウッド 96 (49、47)

8 小池 晶代 白水 78 (40、38) 米田 康代 レーサム 84 (41、43) 89 齊藤 浩子 武蔵 89 (47、42) 八木 珠恵 鷹 96 (44、52)

金 キョンジャ 富士チサン 78 (39、39) 村上 美佳 鷹 84 (41、43) 菅野 朋子 アスレチックガーデン 89 (47、42) 131 小笠原 恵美子 さいたま 97 (53、44)

田中 慈子 湘南シーサイド 78 (39、39) 51 真田 佳代子 オリムピック 85 (46、39) 清水 かおり 八王子 89 (47、42) 奥手 京子 大利根 97 (53、44)

折茂 由美子 鹿沼 78 (38、40) 小菅 佐智子 秦野 85 (45、40) 中川 富美子 ノーザン錦ヶ原 89 (46、43) 山田 行奈 成田東 97 (47、50)

12 大和田 恵利香 茨城パシフィック 79 (43、36) 山口 加津子 相模原 85 (45、40) 柴本 尚美 日高 89 (46、43) 134 平木 崇子 彩の森 100 (55、45)

今井 美紀 岡部チサン 79 (42、37) 岸 優子 大秦野 85 (44、41) 松原 元美 富士 89 (46、43) 135 小川 幸子 浦和 101 (52、49)

小川原 秋 豊科 79 (40、39) 飛鳥井 友理子 清川 85 (42、43) 田村 和代 オリムピック 89 (45、44) 136 御子柴 千津 岡部チサン 102 (54、48)

平林 治子 都留 79 (40、39) 鈴木 悠子 大利根 85 (42、43) 藤井 まさみ 高麗川 89 (45、44) 137 岩崎 真由美 彩の森 112 (57、55)

加藤 仁美 日高 79 (39、40) 内城 幸子 東京五日市 85 (42、43) 岡田 かおり 神奈川 89 (44、45) 棄権 野々村 和子 メイプルポイント

17 石井 紀江 東名 80 (43、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 鈴木 瑞枝 東京カントリー 89 (42、47) 棄権 川勝 美紀 小田原･松田

松山 奈津江 宍戸ヒルズ 80 (42、38) 高橋 依巳 GMG八王子 85 (41、44) 酒井 清江 彩の森 89 (40、49) 欠場 白畑 恭子 太平洋・佐野ヒルクレスト

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 80 (41、39) 小林 晴美 河口湖 85 (41、44) 100 松本 啓子 武蔵 90 (46、44) 欠場 上野 真紀 扶桑

金子 弥生 相模原 80 (40、40) 梶谷 春美 飯能グリーン 85 (40、45) 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 90 (46、44) 欠場 中井 惠理 宍戸ヒルズ

小林 かおり 武蔵 80 (39、41) 岩﨑 志保 富士箱根 85 (39、46) 宮澤 由紀子 立川国際 90 (44、46) 欠場 佐々木 輝子 都

伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 80 (38、42) 62 古澤 久絵 武蔵松山 86 (47、39) 103 安藤 ユカリ 秦野 91 (50、41) 欠場 谷口 雅子 中山

23 新井 麻衣子 成田東 81 (40、41) 細野 ハヅ季 沼津 86 (42、44) 猪野 智子 浦和 91 (48、43)

嶌田 香雅美 富士小山 81 (39、42) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 86 (42、44) 鳥飼 麻紀 成田東 91 (48、43)

25 伊藤 寿美代 皆川城 82 (44、38) 小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 86 (41、45) 白砂 美和 東名 91 (47、44)

堀野 恵美 入間 82 (43、39) 古野 千恵子 皆川城 86 (41、45) 露木 直子 東名厚木 91 (45、46)

横川 亜希子 扶桑 82 (42、40) 荘 祐子 武蔵 86 (40、46) 川村 恵美子 津久井湖 91 (44、47)

照井 久美 石坂 82 (42、40) 68 飯野 弘美 皆川城 87 (46、41) 109 楠田 尚美 本厚木 92 (48、44)

北山 暁子 津久井湖 82 (41、41) 大村 恵子 東京国際 87 (46、41) 小野寺 容子 石岡・ウエスト 92 (46、46)

鈴木 郁子 鹿沼 82 (41、41) 佐々木 曜 レイク相模 87 (46、41) 江 英美 紫 92 (46、46)

庄司 春美 都留 82 (41、41) 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 87 (45、42) 安藤 智美 メイプルポイント 92 (44、48)

宮﨑 優子 大相模 82 (40、42) 丸山 久美子 鳩山 87 (45、42) 113 新井 美奈子 岡部チサン 93 (48、45)

坂上 暢子 嵐山 82 (39、43) 尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (44、43) 武内 真由美 日高 93 (48、45)

北原 綾子 鹿沼 82 (39、43) 伊藤 結花 千葉 87 (44、43) 森安 ひろみ 太平洋・御殿場 93 (48、45)

35 梨本 れいこ 大相模 83 (44、39) 竹節 嘉恵 信濃 87 (43、44) 松本 香織 東京カントリー 93 (47、46)

堀米 清美 メイプルポイント 83 (44、39) 高田 貴子 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (43、44) 馬渕 恵美子 セントラル 93 (46、47)

栗田 いずみ 秦野 83 (43、40) 高後 富美江 富士平原 87 (43、44) 南宮 真由美 扶桑 93 (46、47)

長谷川 浩子 京 83 (43、40) 山本 宏子 紫 87 (43、44) 和田 美紀 鳩山 93 (43、50)

尾畑 満紀子 三島 83 (42、41) 田口 貴美子 相模原 87 (42、45) 120 井上 久美子 武蔵松山 94 (46、48)

成澤 美保 中津川 83 (41、42) 米 美知子 鳩山 87 (41、46) 三橋 京子 浜松シーサイド 94 (45、49)

田崎 史子 新宇都宮 83 (39、44) 葉山 容子 大秦野 87 (41、46) 渡邉 美樹子 GMG八王子 94 (44、50)

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4ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 東・中コース( 6138Yards   Par 72 )


