
会場：

期日：

エントリー： 58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 久保田 玲 新千葉 73 (35、38) 41 七里 留美子 太平洋・御殿場 90 (51、39)

2 鈴木 ありさ 矢板 74 (35、39) 中島 友美 袖ヶ浦 90 (49、41)

3 耕田 千秋 桜 75 (37、38) 村上 美佳 鷹 90 (46、44)

4 名和 瑞穂 千葉夷隅 76 (41、35) 44 横山 静子 ノースショア 92 (48、44)

原 かおり 館山 76 (39、37) 遠山 聡子 鷹 92 (46、46)

内山 汐里 東千葉 76 (37、39) 安藤 善子 東京湾 92 (46、46)

7 鈴木 郁子 鹿沼 78 (39、39) 47 柏 敬子 カレドニアン 93 (46、47)

8 内藤 真里 ロイヤルスター 79 (41、38) 48 小高 友美 サンクチュアリ霞南 94 (45、49)

9 勝 美枝子 館山 80 (42、38) 山本 宏子 紫 94 (44、50)

近賀 博子 久邇 80 (41、39) 50 小野寺 容子 石岡 96 (48、48)

安岡 美香 鎌ヶ谷 80 (40、40) 51 小出 みちよ こだま 97 (51、46)

12 小池 晶代 白水 82 (41、41) 宮田 鈴子 ブリック＆ウッド 97 (49、48)

進藤 美恵子 鷹之台 82 (39、43) 53 堀江 久美 東京湾 98 (51、47)

14 石坂 奈緒 新千葉 83 (45、38) 久米 万希子 秦野 98 (50、48)

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 83 (43、40) 55 坂入 利子 つくばね 99 (50、49)

吉永 絵美 大厚木 83 (42、41) 欠場 田澤 美保 京

小林 信英 浅見 83 (41、42) 欠場 折茂 あやめ 赤城国際

18 高橋 美絵 市原京急 84 (43、41) 欠場 藍葉 里由利 ニュー・セントアンドリュース

草野 江利子 太平洋・御殿場 84 (43、41)

松本 友恵 那須カントリー 84 (41、43)

丸若 邦枝 茨城 84 (41、43)

22 荻原 由美子 太田双葉 85 (45、40)

宮下 良美 京 85 (44、41)

- 以 上、 予 選 通 過 －

川崎 和子 太平洋・御殿場 85 (42、43)

鈴木 佐知子 京 85 (41、44)

26 石崎 朝子 筑波 86 (46、40)

坂本 久乃 富士笠間 86 (45、41)

堤 幸子 八幡 86 (43、43)

安東 二子 新千葉 86 (43、43)

水上 由美子 鶴舞 86 (42、44)

岡田 千登勢 ザ・レイクス 86 (42、44)

夏山 ルイ パ協 86 (41、45)

33 山口 久美 東京湾 87 (44、43)

34 蕪木 有紀 ブリック＆ウッド 88 (46、42)

進藤 久留美 大利根 88 (44、44)

36 米田 康代 東松苑 89 (47、42)

呉 鍾淑 太田双葉 89 (47、42)

八木 珠恵 鷹 89 (47、42)

畑中 朝子 東京湾 89 (47、42)

小林 明子 平川 89 (45、44)

9月2日(月)

2019年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

PGM総成ゴルフクラブ東・南コース( 6213Yards   Par 72 )


