
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 79 (41、38) 佐藤 佳子 取手国際 94 (48、46)

2 藤 伊津子 つくばね 82 (43、39) 山中 通子 ブリック＆ウッド 94 (47、47)

迫本 宣子 東京 82 (40、42) 渡邉 薫 さいたま梨花 94 (45、49)

4 柴本 尚美 日高 83 (42、41) 小宮 妙子 東京 94 (44、50)

山口 久美 東京湾 83 (41、42) 45 山上 和子 御殿場東名 95 (50、45)

山口 久美子 千葉 83 (40、43) 熊沢 悦子 アローエース 95 (49、46)

7 末石 泰子 千葉夷隅 84 (42、42) 亀山 博子 高麗川 95 (47、48)

8 小林 水幸 あさひヶ丘 85 (43、42) 鈴木 治美 東京 95 (45、50)

金澤 千恵子 オリムピックナショナル 85 (42、43) 49 中村 宏美 カレドニアン 96 (48、48)

内山 朝子 鎌ヶ谷 85 (40、45) 国宗 美千代 総武 96 (46、50)

11 栗栖 奈美 米山水源 86 (44、42) 猪狩 紀子 東千葉 96 (45、51)

村上 喜代子 京 86 (44、42) 52 渡邉 香 常陽 97 (46、51)

13 白 貞伊 カレドニアン 87 (44、43) 田子 裕子 春日居 97 (45、52)

大谷 伊利子 鹿沼 87 (43、44) 54 栗原 美由紀 熊谷 98 (52、46)

坂入 利子 つくばね 87 (43、44) 内藤 郁子 ブリック＆ウッド 98 (49、49)

岩崎 晴美 浦和 87 (42、45) 56 中尾 睦子 あさひヶ丘 99 (48、51)

17 荒井 加奈子 土浦 88 (47、41) 57 柳沢 多恵子 本厚木 100 (49、51)

魚谷 政子 相模 88 (45、43) 植松 ちどり 我孫子 100 (47、53)

新谷 益代 甲斐駒 88 (42、46) 欠場 田谷 千秋 平塚富士見

20 山田 眞理子 鶴舞 89 (45、44) 欠場 水野 万喜子 越生

石川 洋子 ゴルフ5・サニーフィールド 89 (45、44)

佐藤 恵津子 扶桑 89 (44、45)

石塚 靖子 我孫子 89 (44、45)

24 横山 静子 ノースショア 90 (46、44)

- 以 上、 予 選 通 過 －

平林 春芳 御殿場東名 90 (45、45)

豊崎 幸子 かすみがうら 90 (44、46)

高橋 由起子 皐月･佐野 90 (43、47)

友部 幸子 大利根 90 (40、50)

29 中西 洋子 総武 91 (47、44)

青木 英子 千葉 91 (46、45)

小川 千恵乃 鶴舞 91 (46、45)

杉山 基子 本厚木 91 (45、46)

賀爾欽 美智子 東京湾 91 (44、47)

安達 真弓 皐月･佐野 91 (42、49)

35 清水 米子 取手国際 92 (49、43)

可児 佐和子 総武 92 (46、46)

古川 美知子 東千葉 92 (46、46)

今福 陽子 石坂 92 (45、47)

39 丸若 邦枝 茨城 93 (45、48)

40 川島 みゑ子 平塚富士見 94 (49、45)

4月18日(月)

2022年関東女子グランドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ 中・西コース( 5515Yards   Par 72 )


