
会場：

期日：

エントリー： 60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 石川 葉子 那須小川 73 (35、38) 太田 依布子 桜ヒルズ 88 (46、42)

2 浜上 佳奈 東京五日市 74 (38、36) 田中 尚子 カレドニアン 88 (45、43)

3 海野 綾子 猿島 75 (38、37) 渡邉 美樹子 GMG八王子 88 (44、44)

鈴木 ありさ 矢板 75 (36、39) 石黑 明子 セゴビア 88 (43、45)

5 庄司 春美 都留 76 (40、36) 神村 信江 彩の森 88 (43、45)

小川 美恵子 成田東 76 (39、37) 狩野 智恵子 オリムピックナショナル 88 (42、46)

小林 晴美 河口湖 76 (38、38) 47 石井 由紀子 太平洋・佐野ヒルクレスト 89 (46、43)

久保田 文子 鳳凰 76 (37、39) 髙橋 末季子 嵐山 89 (42、47)

9 畑中 朝子 アバイディング 78 (39、39) 49 生田目 早苗 オーク・ヒルズ 90 (48、42)

石坂 奈緒 新千葉 78 (38、40) 遠山 聡子 鷹 90 (47、43)

宮本 美帆子 岡部チサン 78 (37、41) 酒井 晶子 立川国際 90 (41、49)

富澤 幸恵 オリムピックナショナル 78 (36、42) 52 氏部 弘美 津久井湖 91 (48、43)

13 遠藤 睦子 カレドニアン 79 (43、36) 53 尾崎 智美 岡部チサン 92 (48、44)

町田 公美 皆川城 79 (40、39) 岡田 美帆 総武 92 (46、46)

小田倉 富士子 芳賀 79 (39、40) 55 横山 静子 ノースショア 93 (45、48)

大久保 艶麗 猿島 79 (39、40) 56 小林 昌代 武蔵松山 94 (45、49)

古見 美帆 松本 79 (39、40) 57 金子 愛子 オーク・ヒルズ 97 (48、49)

角田 里子 鹿沼 79 (38、41) 欠場 徳山 由季 総武

岩井 絵里 東千葉 79 (38、41) 欠場 飛鳥井 友理子 清川

20 渋谷 由香里 セゴビア 80 (41、39) 欠場 田谷 千秋 平塚富士見

堀江 久美 東京湾 80 (39、41)

宮澤 由紀子 立川国際 80 (38、42)

23 藤原 聡子 総武 81 (40、41)

24 露木 直子 袖ヶ浦 82 (42、40)

原 美緒 ザ・レイクス 82 (40、42)

- 以 上、 予 選 通 過 －

26 新井 麻衣子 成田東 83 (44、39)

登坂 和歌子 ザ・レイクス 83 (44、39)

安藤 木綿子 上田丸子グランヴィリオ 83 (43、40)

今井 信子 箱根 83 (43、40)

梶谷 春美 飯能グリーン 83 (43、40)

金内 直子 児玉 83 (41、42)

32 入江 美幸 小山 84 (43、41)

菅野 朋子 カレドニアン 84 (42、42)

川崎 和子 太平洋・御殿場 84 (42、42)

35 神領 恵 猿島 85 (44、41)

36 小畠 裕子 阿見 86 (46、40)

信戸 香代 東松山 86 (42、44)

38 島田 明子 南総 87 (45、42)

三村 弘美 扶桑 87 (44、43)

40 清水 かおり 八王子 88 (47、41)

8月30日(月)

2021年関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

川越カントリークラブ 西・東コース( 5719Yards   Par 72 )


