
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 60名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 田中 真弓 成田東 77 (38、39) 冨本 真由美 千葉国際 91 (45、46)

2 原田 町子 習志野 79 (38、41) 大塚 けい子 千葉国際 91 (45、46)

3 横山 初枝 岡部チサン 80 (39、41) 三宅 晴美 鎌ヶ谷 91 (44、47)

4 樋口 節子 加茂 81 (39、42) 福田 美智子 千葉国際 91 (43、48)

5 今関 よしみ 新千葉 82 (41、41) 45 大沼 敦子 平川 92 (47、45)

喜代吉 圭子 藤ヶ谷 82 (39、43) 奈良 よしえ 習志野 92 (46、46)

7 上村 ひろみ セゴビア 83 (41、42) 大熊 祐子 日高 92 (45、47)

武田 妙子 水戸グリーン 83 (41、42) 望月 和 大平台 92 (45、47)

今井 啓子 白鳳 83 (40、43) 日下部 由美子 習志野 92 (44、48)

小溝 久美子 習志野 83 (40、43) 50 田中 和代 藤ヶ谷 93 (49、44)

宇梶 敦子 芳賀 83 (40、43) 長谷 容子 鶴舞 93 (46、47)

12 岩楯 正代 南総 84 (45、39) 52 金岡 旬子 新千葉 96 (48、48)

13 大川 弘子 鎌ヶ谷 85 (43、42) 河野 博子 平川 96 (48、48)

内藤 旬子 紫 85 (43、42) 54 清水 紫 太平洋・御殿場 97 (47、50)

新井 美奈子 岡部チサン 85 (42、43) 55 新田 道子 鎌ヶ谷 98 (49、49)

菊池 文子 岡部チサン 85 (42、43) 岩楯 千恵子 姉ヶ崎 98 (48、50)

兎澤 由美子 一の宮 85 (41、44) 水島 一枝 平川 98 (46、52)

18 垣屋 真弓 セゴビア 86 (43、43) 58 萩森 真由美 龍ヶ崎 100 (51、49)

志田 佐和子 龍ヶ崎 86 (42、44) 篠崎 富美 一の宮 100 (49、51)

桐ヶ谷 あゆみ 龍ヶ崎 86 (38、48) 60 稲辺 洋子 太平洋・御殿場 101 (49、52)

21 大山 清香 新千葉 87 (44、43)

波多野 薫 東千葉 87 (44、43)

鈴木 昌美 川越 87 (43、44)

小谷 美子 藤ヶ谷 87 (42、45)

- 以 上、 予 選 通 過 －

25 平川 朱美 平川 88 (46、42)

奥手 京子 大利根 88 (46、42)

野口 千恵 習志野 88 (44、44)

山口 八重子 姉ヶ崎 88 (44、44)

佐久間 幸子 宍戸ヒルズ 88 (43、45)

染野 さち子 岡部チサン 88 (43、45)

齋藤 佳子 筑波 88 (42、46)

32 金澤 純子 千葉国際 89 (46、43)

土屋 ますみ 平川 89 (46、43)

金山 眞理子 一の宮 89 (46、43)

深山 文美代 袖ヶ浦 89 (45、44)

安部 文子 宍戸ヒルズ 89 (45、44)

37 長島 博子 千葉国際 90 (46、44)

鈴木 悠子 大利根 90 (45、45)

39 浅井 敦子 新千葉 91 (46、45)

高坂 信子 千葉国際 91 (46、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3ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ 東・中コース( 5494Yards   Par 72 )


