
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 109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 田嶋 優子 パ協 75 (39、36) 新谷 益代 甲斐駒 83 (43、40) 髙橋 永子 GMG八王子 88 (46、42)

小林 晴美 河口湖 75 (39、36) 浅井 直子 GMG八王子 83 (43、40) 徳弘 洋子 オリムピック 88 (45、43)

佐伯 千佳 大厚木 75 (37、38) 徳永 春美 立川国際 83 (42、41) 榎本 千鳥 相武 88 (43、45)

4 高橋 依巳 GMG八王子 76 (40、36) 松田 仁美 多摩 83 (41、42) 野村 久美子 PGM総成 88 (42、46)

林 香里 河口湖 76 (38、38) 見津 佳子 JGMやさと石岡 83 (41、42) 86 林 恵子 府中 89 (47、42)

伊藤 みづき 東名厚木 76 (35、41) 神戸 幸子 相模野 83 (41、42) 寺澤 佳代子 東京五日市 89 (46、43)

7 浅香 麻衣子 加茂 77 (39、38) 小林 牧子 東京五日市 83 (41、42) 88 佐藤 仁美 八王子 90 (46、44)

落合 麻紀 津久井湖 77 (39、38) 48 江幡 夕美 カレドニアン 84 (45、39) 大村 恵子 東京国際 90 (46、44)

楠本 和子 沼津 77 (36、41) 伊藤 恵美子 秦野 84 (44、40) 吉﨑 尚子 桜ヶ丘 90 (45、45)

10 丸山 久美子 鳩山 78 (42、36) 名取 エリコ ブリック＆ウッド 84 (44、40) 髙橋 冬乃 八王子 90 (44、46)

小宮 洋子 浦和 78 (41、37) 小坂 順子 千葉 84 (43、41) 92 中野 由美子 岡部チサン 91 (47、44)

今福 陽子 石坂 78 (40、38) 三浦 美礼 GMG八王子 84 (43、41) 西谷 志乃 大相模 91 (47、44)

樋口 節子 加茂 78 (40、38) 宮川 香子 府中 84 (43、41) 小林 真佐美 アクアライン 91 (47、44)

宮島 あゆみ 塩嶺 78 (40、38) 渋谷 みどり 八王子 84 (42、42) 共田 陽子 オリムピック 91 (46、45)

石原 浩美 成田東 78 (39、39) 本間 アンドレリナ 津久井湖 84 (40、44) 久保田 成美 ザ ナショナル・千葉 91 (45、46)

実方 久美子 富士 78 (38、40) 56 瀬野 ちどり 桜ヶ丘 85 (46、39) 山本 直子 皆川城 91 (45、46)

尾畑 満紀子 沼津 78 (38、40) 陣内 久美子 おおむらさき 85 (45、40) 98 中山 直子 桜ヶ丘 92 (50、42)

林 美由樹 鹿沼 78 (35、43) 岩崎 晴美 浦和 85 (45、40) 99 吉川 玲子 大秦野 93 (47、46)

19 丸山 隆子 東京よみうり 79 (42、37) 小倉 京子 皐月･佐野 85 (44、41) 100 新橋 眞理 飯能グリーン 94 (49、45)

松木 麻子 紫雲 79 (41、38) 菅沼 尚美 オリムピック 85 (44、41) 秋元 順子 府中 94 (48、46)

黒木 蘭 東千葉 79 (40、39) 木下 ゆかり 東京五日市 85 (43、42) 102 黒澤 頼子 GMG八王子 95 (48、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 氏部 弘美 津久井湖 85 (42、43) 田中 由美 茨城ロイヤル 95 (45、50)

熊谷 美恵 サザンクロス 79 (40、39) 浅山 啓子 青梅 85 (38、47) 104 斎藤 のぞみ オリムピック 96 (49、47)

林 久美子 桜ヶ丘 79 (39、40) 木村 真紀 JGMやさと石岡 85 (38、47) 105 春原 惠子 相武 97 (49、48)

24 石井 京子 霞ヶ関 80 (42、38) 65 池田 久美子 府中 86 (45、41) 伊藤 佳恵子 アクアライン 97 (47、50)

小川 裕子 武蔵 80 (42、38) 遠藤 節子 八王子 86 (44、42) 棄権 三村 弘美 扶桑

清水 かおり 八王子 80 (41、39) 渡部 寛美 東京よみうり 86 (44、42) 棄権 杉本 千恵子 東京カントリー

27 豊島 絵里子 裾野 81 (43、38) 郡司 直美 土浦 86 (43、43) 棄権 田澤 あつ美 武蔵野

高田 貴子 東京五日市 81 (42、39) 狩野 智恵子 オリムピックナショナル 86 (42、44) 欠場 原 美恵子 オリムピック

中川 麻美子 フジ天城 81 (42、39) 大山 清香 新千葉 86 (41、45) 欠場 笹部 行子 浜野

町田 百合江 東京五日市 81 (42、39) 71 田倉 真由美 さいたま梨花 87 (45、42) 欠場 宮澤 由紀子 立川国際

中村 聖子 GMG八王子 81 (41、40) 比田井 順子 ノーザン錦ヶ原 87 (44、43) 欠場 山口 和江 八王子

田村 和代 オリムピック 81 (41、40) 針谷 珠光 オリムピック 87 (44、43) 欠場 上條 春海 中央道晴ヶ峰

真田 佳代子 オリムピック 81 (41、40) 保坂 久代 都 87 (43、44) 欠場 小島 美智子 飯能グリーン

山下 通子 飯能グリーン 81 (41、40) 三好 枝理可 東京よみうり 87 (43、44) 欠場 大澤 伸江 富士箱根

佐藤 智美 埼玉国際 81 (41、40) 田中 陽子 東京国際 87 (43、44) 欠場 久保田 信子 美浦

杉本 てい子 相武 81 (38、43) 柴田 章江 浦和 87 (43、44) 欠場 粕谷 智江 美浦

37 河野 多恵子 GMG八王子 82 (42、40) 杉本 麻紀 河口湖 87 (42、45) 欠場 津堅 典子 オリムピック

河西 裕子 オリムピック 82 (42、40) 井上 珠代 大相模 87 (42、45) 欠場 磯和 伸子 オリムピック

39 六彌太 由紀 立川国際 83 (43、40) 80 岩本 朋美 千葉夷隅 88 (48、40)

古川 真美 津久井湖 83 (43、40) 鈴木 美津子 加茂 88 (48、40)

7月1日(金)

2022年関東女子シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

GMG八王子ゴルフ場 南・東コース( 5670Yards   Par 72 )


