
会場：

期日：
エントリー： 120名

出場： 115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 小澤 千恵子 白水 75 (36、39) 井上 京子 寄居 87 (45、42) 長﨑 裕美子 東京五日市 91 (46、45)

2 出雲 映子 おおむらさき 77 (38、39) 片野 ゆう子 大相模 87 (44、43) 上田 文子 秦野 91 (46、45)

3 豊田 章子 府中 78 (40、38) 上條 春海 中央道晴ヶ峰 87 (44、43) 陳 公美 中山 91 (44、47)

落合 麻紀 津久井湖 78 (38、40) 布施 葉子 府中 87 (44、43) 鶴田 裕美 ギャツビイ 91 (42、49)

5 平野 いずみ 南摩城 79 (39、40) 持田 裕子 ギャツビイ 87 (43、44) 86 榊原 まり子 清川 92 (48、44)

6 金子 弥生 相模原 80 (41、39) 高井 文子 中峰 87 (43、44) 宮永 記子 府中 92 (47、45)

高橋 浩子 伊香保CC 80 (40、40) 松下 寿々子 秦野 87 (43、44) 青柳 由利 相模 92 (47、45)

8 吉川 清子 秦野 82 (44、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 松田 仁美 多摩 92 (47、45)

鳥居 明子 ギャツビイ 82 (42、40) 広田 綾子 川越 87 (42、45) 90 泉口 礼子 姉ヶ崎 93 (50、43)

大越 景子 青梅 82 (41、41) 50 内山 和江 津久井湖 88 (46、42) 一条 まり 宍戸ヒルズ 93 (50、43)

田村 幸子 紫雲 82 (41、41) 杉本 てい子 相武 88 (46、42) 92 川谷 美子 ギャツビイ 94 (50、44)

12 伊藤 容子 東名厚木 83 (45、38) 水澤 真澄 筑波 88 (45、43) 榎本 榮 都 94 (47、47)

清水 敏江 秦野 83 (44、39) 滝 綾子 東京カントリー 88 (45、43) 岡田 ゆかり 相模原 94 (47、47)

小田倉 富士子 芳賀 83 (42、41) 橋本 泰子 ザ・レイクス 88 (44、44) 加藤 由美子 日本 94 (47、47)

務台 友子 木更津 83 (42、41) 中西 徳子 府中 88 (43、45) 藤平 智子 あさひヶ丘 94 (46、48)

小暮 博美 姉ヶ崎 83 (42、41) 前畑 美樹子 柏崎 88 (43、45) 木村 佑子 柏崎 94 (46、48)

佐々木 澄子 横浜 83 (41、42) 福田 光子 相武 88 (43、45) 池田 久美子 府中 94 (45、49)

小宮 洋子 浦和 83 (41、42) 竹田 利子 高根 88 (43、45) 99 青木 佳美 都 95 (50、45)

中根 万里子 東京五日市 83 (41、42) 小川 幸子 浦和 88 (40、48) 田所 早知 越生 95 (50、45)

20 吉田 敦美 日本 84 (45、39) 60 福田 良子 宍戸ヒルズ 89 (48、41) 小平 秀子 八王子 95 (48、47)

高橋 依巳 GMG八王子 84 (43、41) 奥田 真佐美 川越 89 (47、42) 髙橋 広子 草津 95 (46、49)

堀江 美奈子 入間 84 (42、42) 豊島 恵利子 立野クラシック 89 (47、42) 103 初見 善子 小川 96 (46、50)

小林 幸子 ザ・レイクス 84 (42、42) 加藤 裕子 ギャツビイ 89 (46、43) 杉本 千恵子 東京カントリー 96 (46、50)

秋元 眞由美 姉ヶ崎 84 (42、42) 林 恵子 府中 89 (45、44) 105 生沼 雪江 塩原 97 (49、48)

佐久間 みち 習志野 84 (42、42) 大畑 由美子 府中 89 (44、45) 藤巻 由紀子 ザ・レイクス 97 (48、49)

三浦 美礼 GMG八王子 84 (41、43) 伊藤 明子 川越 89 (44、45) 107 松本 美智子 東京カントリー 98 (50、48)

27 樋口 美代子 阿見 85 (45、40) 菅原 朝子 府中 89 (44、45) 下田 孝子 ノーザン錦ヶ原 98 (47、51)

橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 85 (44、41) 滝沢 美津子 草津 89 (42、47) 109 島津 佐和子 立野クラシック 99 (49、50)

今井 信子 箱根 85 (43、42) 榎本 千鳥 相武 89 (40、49) 三ツ石 啓子 ヴィレッジ東軽井沢 99 (47、52)

濵田 里美 姉ヶ崎 85 (43、42) 70 保坂 久代 都 90 (47、43) 111 若林 敏子 鳩山 100 (53、47)

浅山 啓子 青梅 85 (43、42) 横山 惠子 津久井湖 90 (46、44) 原田 純子 府中 100 (51、49)

奥橋 一子 チェックメイト 85 (42、43) 松本 洋子 東京五日市 90 (45、45) 113 屋宮 千英子 府中 101 (51、50)

伊藤 珠江 本千葉 85 (42、43) 田中 惠美子 嵐山 90 (45、45) 小川 八重子 府中 101 (47、54)

鵜野 重子 高根 85 (40、45) 三ツ井 京子 相模 90 (44、46) 115 吉田 信子 ザ・レイクス 102 (50、52)

35 蒲田 恭子 鷹之台 86 (46、40) 柴田 章江 浦和 90 (44、46) 欠場 大村 恵子 東京国際

小林 郷子 柏崎 86 (45、41) 本田 芙佐子 芙蓉 90 (44、46) 欠場 水間 路子 本千葉

佐野 智恵子 鳩山 86 (44、42) 田中 陽子 東京国際 90 (44、46) 欠場 飛鳥井 友理子 清川

坂本 なおみ 総武 86 (43、43) 島村 文子 愛鷹 90 (43、47) 欠場 中村 成代 都

榎本 紀代美 大利根 86 (42、44) 合田 和枝 越生 90 (42、48) 欠場 田中 由美 茨城ロイヤル

高田 珠実 あさひヶ丘 86 (41、45) 山下 広子 鳩山 90 (42、48)

41 遠藤 節子 府中 87 (46、41) 81 鈴木 春美 ノーザン錦ヶ原 91 (50、41)

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4ブロック予選競技

府中カントリークラブ( 5368Yards   Par 72 )


