
会場：

期日：

エントリー： 93名

出場： 90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

1 沓沢 良子 木更津 73 (36、37) 飛鳥井 友理子 清川 90 (44、46) 本間 美和子 大秦野 101 (50、51)

2 小菅 佐智子 秦野 79 (39、40) 木全 久美 立野クラシック 90 (43、47) 83 門馬 恵美子 メイプルポイント 102 (55、47)

3 栁澤 優子 大秦野 80 (39、41) 江藤 陽子 秦野 90 (43、47) 山本 節子 大秦野 102 (49、53)

4 君塚 桂子 八幡 82 (44、38) 44 務台 友子 木更津 91 (49、42) 85 阿部 小夜子 総武 104 (52、52)

佐藤 みゆき 姉ヶ崎 82 (40、42) 佐々木 澄子 横浜 91 (47、44) 86 田子 裕子 春日居 106 (54、52)

6 久保田 成美 ザ ナショナル・千葉 83 (41、42) 谷口 千栄子 大相模 91 (43、48) 柳沢 多恵子 本厚木 106 (54、52)

山口 久美 東京湾 83 (41、42) 47 小川 いずみ 姉ヶ崎 92 (47、45) 88 山澤 啓子 鶴舞 110 (53、57)

金子 弥生 相模原 83 (40、43) 橋詰 俊 館山 92 (45、47) 89 須賀 享子 立野クラシック 111 (55、56)

9 末石 泰子 千葉夷隅 84 (41、43) 小島 房江 鶴舞 92 (45、47) 棄権 松本 章子 東千葉

田口 貴美子 相模原 84 (41、43) 小玉 美由紀 横浜 92 (44、48) 欠場 鈴木 知美 本千葉

11 松原 智恵美 木更津 85 (40、45) 持田 裕子 ギャツビイ 92 (40、52) 欠場 伊能 恵子 木更津

山口 加津子 相模原 85 (39、46) 52 楠本 和子 沼津 93 (49、44) 欠場 入江 佳子 横浜

13 徳山 由季 総武 86 (45、41) 近藤 豊子 立野クラシック 93 (45、48)

大畠 恵子 中津川 86 (43、43) 54 豊島 恵利子 立野クラシック 94 (50、44)

奈良 淳子 鳳凰 86 (40、46) 内藤 旬子 紫 94 (49、45)

16 田谷 千秋 平塚富士見 87 (47、40) 岩橋 みどり 大利根 94 (46、48)

勝又 紀子 横浜 87 (44、43) 伊藤 陽子 鹿沼 94 (46、48)

藤井 恵子 ロイヤルスター 87 (44、43) 58 楠田 尚美 横浜 95 (52、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 宮本 芳美 JGM セベバレステロス 95 (47、48)

徳島 恭子 姉ヶ崎 87 (43、44) 田口 摩利子 メイプルポイント 95 (47、48)

荒木 幸恵 大厚木 87 (43、44) 津野 真弓 浦和 95 (46、49)

勝又 美希 姉ヶ崎 87 (42、45) 山本 みどり ブリック＆ウッド 95 (46、49)

藤原 聡子 総武 87 (42、45) 島津 佐和子 立野クラシック 95 (46、49)

内藤 真里 ロイヤルスター 87 (42、45) 久高 善江 本千葉 95 (44、51)

半田 肖子 中山 87 (41、46) 65 島路 五百子 横浜 96 (48、48)

池田 成美 東千葉 87 (40、47) 泉口 礼子 姉ヶ崎 96 (47、49)

26 水間 路子 本千葉 88 (46、42) 67 本田 芙佐子 芙蓉 97 (48、49)

堤 幸子 大厚木 88 (45、43) 68 山田 富士子 八幡 98 (50、48)

安藤 善子 ザ ナショナル・千葉 88 (45、43) 森本 智恵美 沼津 98 (49、49)

古谷 直子 木更津 88 (45、43) 高江洲 陽子 千葉新日本 98 (48、50)

新井 麻衣子 成田東 88 (45、43) 松原 元美 富士 98 (45、53)

鈴木 良子 館山 88 (43、45) 72 上條 なる子 東京カントリー 99 (50、49)

兎澤 由美子 一の宮 88 (42、46) 江口 かがり オリムピック・レイクつぶらだ 99 (48、51)

33 谷口 雅子 中山 89 (46、43) 秋元 眞由美 姉ヶ崎 99 (48、51)

山崎 いづみ 東千葉 89 (46、43) 進藤 美恵子 鷹之台 99 (47、52)

横山 静子 ノースショア 89 (45、44) 76 中川 かおり 立野クラシック 100 (56、44)

奥橋 一子 チェックメイト 89 (44、45) 白山 昌子 ブリック＆ウッド 100 (48、52)

竹内 絵里 姉ヶ崎 89 (41、48) 金 貞淑 ブリック＆ウッド 100 (45、55)

平林 春芳 御殿場東名 89 (39、50) 松村 眞由子 青梅 100 (45、55)

39 山上 和子 御殿場東名 90 (49、41) 80 尾﨑 尚代 おおむらさき 101 (53、48)

磯村 さおり 千葉夷隅 90 (47、43) 川崎 知佐子 東名 101 (50、51)

6月29日(火)

2021年関東女子シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

木更津ゴルフクラブ( 5541Yards   Par 72 )


