
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 118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 山下 ユナ カレドニアン 73 (37、36) 飯田 薫 アスレチックガーデン 83 (41、42) 会澤 美保子 総武 89 (44、45)

2 松山 菜穂子 習志野 74 (36、38) 42 木屋 富美子 美浦 84 (44、40) 石川 洋子 ゴルフ5・サニーフィールド 89 (43、46)

3 渡邉 留美子 セゴビア 78 (42、36) 高田 珠実 あさひヶ丘 84 (44、40) 84 久米 万希子 秦野 90 (48、42)

森 美華 船橋 78 (40、38) 弓野 美恵 アスレチックガーデン 84 (43、41) 清水 米子 取手国際 90 (48、42)

孫 淑寧 京 78 (39、39) 才津 智美 ニッソー 84 (43、41) 横山 仁美 江戸崎 90 (47、43)

小田倉 富士子 芳賀 78 (38、40) 志田 佐和子 龍ヶ崎 84 (41、43) 安藤 由佳 江戸崎 90 (47、43)

小森 幸恵 ニュー・セントアンドリュース 78 (37、41) 遠藤 芳江 ワンウェイ 84 (41、43) 河野 有希子 ザ・レイクス 90 (46、44)

8 上野 千津美 霞台 79 (41、38) 小泉 智子 鹿島の杜 84 (41、43) 宮山 恭子 麻倉 90 (46、44)

今井 啓子 白鳳 79 (40、39) 49 武 かおる ザ・レイクス 85 (44、41) 遠藤 恵 習志野 90 (45、45)

10 清田 マキコ 鳳凰 80 (42、38) 水上 由美子 鶴舞 85 (44、41) 糸川 明子 ゴルフ5・サニーフィールド 90 (45、45)

髙井 智美 ワンウェイ 80 (41、39) 福家 淳子 ザ・竜ヶ崎 85 (43、42) 奥手 京子 大利根 90 (44、46)

平本 圭美 鹿島の杜 80 (39、41) 大村 リカ 宍戸ヒルズ 85 (43、42) 伏見 まり 東名 90 (44、46)

武田 妙子 水戸グリーン 80 (39、41) 黒川 典子 総武 85 (42、43) 大矢根 眞理 新千葉 90 (43、47)

久保田 文子 鳳凰 80 (39、41) 諸我 洋子 玉造 85 (42、43) 95 安田 紀美子 霞台 91 (46、45)

池本 直美 イーグルレイク 80 (39、41) 柿沼 美佐子 アスレチックガーデン 85 (42、43) 可児 佐和子 総武 91 (44、47)

横川 亜希子 扶桑 80 (39、41) 56 三村 弘美 扶桑 86 (45、41) 97 鎌田 聖子 太平洋・御殿場 92 (47、45)

柳田 美紀 総武 80 (38、42) 横江 淑美 江戸崎 86 (44、42) 上條 由美 鶴舞 92 (45、47)

18 佐藤 恵津子 扶桑 81 (43、38) 原口 由紀 鎌ヶ谷 86 (43、43) 松田 裕子 ザ・竜ヶ崎 92 (39、53)

佐久間 みち 習志野 81 (40、41) 佐々木 優子 京 86 (41、45) 100 伊藤 寿美代 皆川城 93 (47、46)

鈴木 聡子 阿見 81 (40、41) 神領 恵 猿島 86 (40、46) 山崎 晃子 八幡 93 (47、46)

芹田 吉美 扶桑 81 (40、41) 61 鈴木 智恵 千葉桜の里 87 (47、40) 102 喜代吉 圭子 藤ヶ谷 94 (49、45)

古澤 久絵 武蔵松山 81 (38、43) 富田 奈都 総武 87 (46、41) 吉田 孝子 藤ヶ谷 94 (48、46)

23 井上 幸子 富士箱根 82 (44、38) 佐久間 洋子 大栄 87 (46、41) 大川 ひとみ 霞台 94 (48、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 林 夏美 鳳凰 87 (44、43) 河野 由美 ザ・レイクス 94 (42、52)

安達 真弓 皐月･佐野 82 (43、39) 豊崎 幸子 かすみがうら 87 (44、43) 106 若林 益美 セントラル 95 (48、47)

皆川 三代子 芳賀 82 (42、40) 石井 益子 塩原 87 (43、44) 森山 香 総武 95 (47、48)

上村 ひろみ 東筑波 82 (42、40) 小野 早苗 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (41、46) 青木 育子 宍戸ヒルズ 95 (46、49)

長沼 真弓 江戸崎 82 (41、41) 徳永 春美 立川国際 87 (39、48) 109 安田 絵美子 太平洋・佐野ヒルクレスト 96 (51、45)

橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 82 (41、41) 69 宇梶 敦子 芳賀 88 (47、41) 落合 一美 藤ヶ谷 96 (47、49)

角田 里子 鹿沼 82 (41、41) 金田 康子 セゴビア 88 (46、42) 山本 佳代 千葉桜の里 96 (44、52)

金澤 千恵子 オリムピックナショナル 82 (40、42) 下条 房子 石坂 88 (45、43) 112 萩森 睦美 総武 97 (47、50)

北村 由希子 江戸崎 82 (40、42) 野口 直子 ブリック＆ウッド 88 (45、43) 佐藤 佳子 取手国際 97 (45、52)

竹内 由美子 鹿沼 82 (40、42) 西島 典子 霞台 88 (43、45) 114 角井 範子 ワンウェイ 98 (52、46)

33 内山 汐里 東千葉 83 (43、40) 小畠 裕子 阿見 88 (43、45) 永井 千恵 大平台 98 (48、50)

丸山 久美子 鳩山 83 (43、40) 上田 今日子 総武 88 (41、47) 116 佐藤 利子 富里 99 (49、50)

和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 83 (43、40) 76 濱松 由佳 JGMやさと石岡 89 (47、42) 117 田伏 絵里 緑野 100 (48、52)

上田 章子 アスレチックガーデン 83 (43、40) 山崎 睦子 皐月･佐野 89 (47、42) 118 中村 精子 アスレチックガーデン 105 (52、53)

柏 敬子 カレドニアン 83 (43、40) 藤森 みどり 玉造 89 (47、42) 欠場 福島 真由美 江戸崎

齋木 日奈子 宍戸ヒルズ 83 (42、41) 近藤 京子 ギャツビイ 89 (46、43) 欠場 石橋 真世 千葉桜の里

村上 美佳 鷹 83 (42、41) 内田 美和子 江戸崎 89 (45、44)

樋口 美代子 阿見 83 (42、41) 垣屋 真弓 セゴビア 89 (44、45)

6月28日(月)

2021年関東女子シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

アスレチックガーデンゴルフ倶楽部( 5675Yards   Par 72 )


