
会場：

期日：

エントリー： 118名

出場： 114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 鏑木 友子 成田東 72 (37、35) 山中 通子 ブリック＆ウッド 85 (43、42) 首藤 浩子 富士 89 (43、46)

2 長谷川 浩子 京 75 (37、38) 古澤 美保 カレドニアン 85 (43、42) 83 粕谷 智江 美浦 90 (46、44)

尾崎 博子 太平洋・御殿場 75 (36、39) 桐ヶ谷 あゆみ 龍ヶ崎 85 (42、43) 一宮 礼子 習志野 90 (46、44)

4 小川 美恵子 成田東 77 (37、40) 中村 智惠子 佐原 85 (42、43) 齋藤 珠美 京 90 (46、44)

5 後藤 弥生 京 78 (40、38) 岩井 恭子 赤城国際 85 (41、44) 永野 千鶴 成田 90 (46、44)

平野 いずみ 南摩城 78 (40、38) 東海林 優子 佐原 85 (41、44) 栁井 ひろみ ゴルフ5・サニーフィールド 90 (45、45)

八木 珠恵 東松苑 78 (40、38) 47 島田 明子 南総 86 (46、40) 塩崎 邦子 佐原 90 (45、45)

齋木 賀津子 ザ・レイクス 78 (37、41) 石井 みさ子 成田 86 (45、41) 89 堀米 清美 メイプルポイント 91 (47、44)

9 関 奈緒美 新千葉 79 (37、42) 米 美知子 鳩山 86 (44、42) 前山 久美子 我孫子 91 (47、44)

10 梶谷 春美 飯能グリーン 80 (42、38) 伴 美奈 カレドニアン 86 (44、42) 牛嶋 浩美 PGMマリア 91 (47、44)

11 小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 81 (41、40) 鈴木 瑞枝 東京カントリー 86 (43、43) 藤原 泉 PGM石岡 91 (46、45)

黒木 蘭 東千葉 81 (41、40) 小島 範子 マナ 86 (43、43) 水島 一枝 平川 91 (46、45)

畑中 朝子 アバイディング 81 (41、40) 堀田 実佐子 成田東 86 (43、43) 菊地 純子 習志野 91 (45、46)

石井 良子 イーグルレイク 81 (41、40) 尾畑 満紀子 三島 86 (42、44) 市川 真弓 佐原 91 (42、49)

川崎 和子 太平洋・御殿場 81 (40、41) 長島 祥子 PGM総成 86 (41、45) 96 髙野 佳子 PGM石岡 92 (48、44)

濱田 隆子 鶴舞 81 (40、41) 山本 宏子 紫 86 (41、45) 97 土屋 佐栄子 長太郎 93 (50、43)

浜垣 由香 高根 81 (40、41) 和田 美紀 鳩山 86 (40、46) 細谷 恵子 PGM石岡 93 (49、44)

今井 君子 船橋 81 (39、42) 58 飯塚 博子 PGM総成 87 (46、41) 中村 由佳里 大栄 93 (48、45)

19 榎本 紀代美 大利根 82 (42、40) 長田 恵 イーグルレイク 87 (45、42) 濵﨑 祐子 袖ヶ浦 93 (48、45)

藤森 いずみ 筑波 82 (41、41) 金澤 光子 金砂郷 87 (45、42) 松本 朋子 東京クラシック 93 (47、46)

石原 浩美 成田東 82 (40、42) 湯浅 智美 大洗 87 (44、43) 102 久保田 愛子 イーグルレイク 94 (49、45)

高橋 浩子 伊香保CC 82 (40、42) 石川 由美 本千葉 87 (44、43) 加瀬 芳子 イーグルレイク 94 (48、46)

工藤 桂子 東千葉 82 (40、42) 齋藤 佳子 筑波 87 (44、43) 104 檜垣 美子 ブリック＆ウッド 95 (50、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 山元 珠美 佐原 87 (44、43) 鈴木 春美 富里 95 (49、46)

24 宮内 惠美子 佐原 83 (46、37) 中 麻里 東松苑 87 (44、43) 丸 満寿美 イーグルレイク 95 (48、47)

香取 敦子 佐原 83 (42、41) 松山 朱実 猿島 87 (43、44) 石橋 聖子 東京クラシック 95 (48、47)

山田 あやの 宍戸ヒルズ 83 (41、42) 山本 直子 皆川城 87 (43、44) 108 榎本 靖子 大栄 96 (50、46)

久保田 信子 美浦 83 (41、42) 鈴木 順子 房総 87 (42、45) 堀野 久美 東千葉 96 (47、49)

小澤 千恵子 白水 83 (41、42) 69 石井 周子 成田 88 (48、40) 宮田 鈴子 ブリック＆ウッド 96 (47、49)

上野 早紀子 相武 83 (40、43) 室橋 由紀恵 大栄 88 (46、42) 111 松岡 恵美子 東名 97 (45、52)

長尾 説子 鷹之台 83 (38、45) 牧野 智子 富里 88 (46、42) 112 安井 みちよ 筑波 100 (45、55)

31 菅谷 直子 千葉夷隅 84 (45、39) 熊谷 文子 中山 88 (46、42) 113 森山 美佐子 PGM石岡 106 (54、52)

田向 孝子 房総 84 (44、40) 小池 英子 成田 88 (46、42) 棄権 板垣 貴子 富里

秋谷 美樹 習志野 84 (44、40) 甲 まどか 平川 88 (46、42) 欠場 小林 博美 筑波

白 貞伊 カレドニアン 84 (44、40) 肥田野 直美 東京湾 88 (44、44) 欠場 平川 桂子 高根

内山 朝子 鎌ヶ谷 84 (44、40) 岡本 廣子 成田 88 (44、44) 欠場 坪井 佳笑 江戸崎

今関 よしみ 新千葉 84 (41、43) 福島 浩美 PGM石岡 88 (44、44) 欠場 岩本 朋美 千葉夷隅

37 浜口 啓子 袖ヶ浦 85 (45、40) 江幡 夕美 カレドニアン 88 (44、44)

出羽 幹子 総武 85 (44、41) 79 萩森 真由美 龍ヶ崎 89 (45、44)

坂本 なおみ 総武 85 (44、41) 内藤 郁子 ブリック＆ウッド 89 (45、44)

上田 啓子 加茂 85 (44、41) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 89 (44、45)

6月28日(月)

2021年関東女子シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

成田ゴルフ倶楽部( 5491Yards   Par 72 )


