
会場：

期日：

エントリー： 118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 内山 汐里 東千葉 72 (35、37) 菊池 文子 岡部チサン 82 (39、43) 安井 みちよ 筑波 89 (49、40)

2 荻原 由美子 太田双葉 75 (38、37) 大越 景子 青梅 82 (38、44) 滝 綾子 東京カントリー 89 (48、41)

木屋 富美子 美浦 75 (36、39) 43 新井 麻子 岡部チサン 83 (43、40) 神村 信江 彩の森 89 (46、43)

後藤 弥生 京 75 (36、39) 照井 久美 石坂 83 (43、40) 高橋 由起子 皐月･佐野 89 (43、46)

5 田村 恵美 セゴビア 76 (42、34) 荘 祐子 武蔵 83 (43、40) 86 阿部 正美 筑波 90 (46、44)

近内 麻希子 千葉 76 (37、39) 高後 富美江 富士平原 83 (42、41) 大森 美保 武蔵松山 90 (45、45)

金 璟子 富士チサン 76 (37、39) 武内 真由美 日高 83 (39、44) 平木 崇子 彩の森 90 (43、47)

8 横山 亜弥子 浦和 77 (40、37) 48 古川 康子 千葉 84 (43、41) 89 大野 玉美 箱根 91 (48、43)

神谷 裕美 太平洋・御殿場 77 (39、38) 田辺 美恵子 藤岡 84 (42、42) 梅田 朝美 東京湾 91 (47、44)

10 吉田 みどり 石坂 78 (42、36) 菊地 倫子 入間 84 (42、42) 山田 純子 越生 91 (47、44)

秋元 喜美代 石坂 78 (41、37) 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42) 小出 みちよ こだま 91 (46、45)

藤森 いずみ 筑波 78 (40、38) 藤原 泉 PGM石岡 84 (41、43) 平川 桂子 高根 91 (45、46)

尾﨑 靖子 東松山 78 (38、40) 須崎 たまみ 久邇 84 (40、44) 芝田 真紀子 飯能 91 (43、48)

14 中塚 尚恵 岡部チサン 79 (41、38) 54 山中 久美子 武蔵松山 85 (46、39) 熊井 彰子 石坂 91 (43、48)

小澤 千恵子 白水 79 (41、38) 小島 房江 鶴舞 85 (44、41) 鯛 知子 武蔵野 91 (41、50)

藤本 美子 中津川 79 (41、38) 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 85 (43、42) 97 竹田 利子 高根 92 (48、44)

17 本郷 すみ江 藤岡 80 (44、36) 梅木 和泉 石坂 85 (43、42) 牧山 桂子 小川 92 (44、48)

栗栖 奈美 米山水源 80 (41、39) 滝口 紀子 平塚富士見 85 (43、42) 99 井上 さゆり 平塚富士見 93 (47、46)

猪野 智子 浦和 80 (41、39) 井上 久美子 武蔵松山 85 (43、42) 酒井 清江 彩の森 93 (45、48)

小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 80 (40、40) 田辺 桂子 米原 85 (43、42) 101 鈴木 園美 入間 94 (49、45)

楢松 千香子 石坂 80 (40、40) 前山 久美子 我孫子 85 (42、43) 直井 実王子 石坂 94 (45、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 川上 環 ユニオンエース 85 (42、43) 植野 葉子 日高 94 (45、49)

小池 晶代 白水 80 (39、41) 堀江 美奈子 入間 85 (42、43) 104 佐々木 輝子 都 95 (52、43)

伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場 80 (38、42) 眞田 明美 さいたま 85 (42、43) 佐藤 直子 セゴビア 95 (48、47)

24 橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 81 (41、40) 小林 博美 筑波 85 (42、43) 106 佐藤 佳子 取手国際 96 (46、50)

柴本 尚美 日高 81 (40、41) 66 三橋 京子 浜松シーサイド 86 (43、43) 107 山澤 啓子 鶴舞 98 (49、49)

横山 初枝 岡部チサン 81 (40、41) 新井田 路代 東名 86 (43、43) 108 吉田 恵美 彩の森 102 (47、55)

大内田 一美 岡部チサン 81 (40、41) 渡辺 文子 千葉 86 (42、44) 109 小俣 静江 東京五日市 103 (52、51)

28 山浦 由美 RAYSUM 82 (43、39) 齊藤 浩子 武蔵 86 (41、45) 欠場 南雲 真理 大利根

中川 富美子 ノーザン錦ヶ原 82 (43、39) 関根 京子 入間 86 (41、45) 欠場 七海 麻紀 清川

加藤 理刈 平塚富士見 82 (43、39) 71 齋藤 和代 東松苑 87 (46、41) 欠場 越田 真弓 河口湖

石合 貴子 龍ヶ崎 82 (42、40) 上野 恵利子 江戸崎 87 (45、42) 欠場 宇髙 有紀 おおむらさき

米田 康代 東松苑 82 (42、40) 下条 房子 石坂 87 (44、43) 欠場 尾上 美和 入間

吉田 敦美 日本 82 (42、40) 近藤 京子 ギャツビイ 87 (44、43) 欠場 市川 浩子 日高

森田 朋子 フレンドシップ 82 (42、40) 中井 惠理 宍戸ヒルズ 87 (42、45) 欠場 滝沢 美津子 草津

古野 千恵子 飯能 82 (41、41) 小野寺 容子 PGM石岡 87 (40、47) 欠場 荒木 まき子 狭山

高橋 浩子 伊香保CC 82 (41、41) 77 齋藤 慶子 武蔵 88 (47、41) 欠場 八木 珠恵 東松苑

和田 美紀 鳩山 82 (41、41) 青木 英子 千葉 88 (44、44)

鈴木 瑞枝 東京カントリー 82 (41、41) 藤森 みどり 玉造 88 (43、45)

大竹 紀子 武蔵 82 (41、41) 鈴木 里江 JGMベルエア 88 (42、46)

藤井 まさみ 高麗川 82 (39、43) 81 立石 高子 東名厚木 89 (49、40)

6月27日(月)

2022年関東女子シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

久邇カントリークラブ 東・北コース( 5608Yards   Par 72 )


