
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 113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 香取 敦子 佐原 74 (39、35) 豊島 恵利子 立野クラシック 84 (44、40) 本田 祐子 姉ヶ崎 90 (42、48)

2 草野 江利子 姉ヶ崎 75 (39、36) 横山 淳子 新千葉 84 (43、41) 83 門馬 恵美子 メイプルポイント 91 (48、43)

長尾 説子 鷹之台 75 (38、37) 原口 ユキ 鎌ヶ谷 84 (43、41) 橋詰 俊 館山 91 (47、44)

4 関 奈緒美 新千葉 76 (40、36) 鈴木 悠子 大利根 84 (41、43) 横江 淑美 江戸崎 91 (47、44)

浜口 啓子 袖ヶ浦 76 (36、40) 檜垣 昭子 ブリック＆ウッド 84 (40、44) 舩橋 美和 鹿野山 91 (47、44)

6 川崎 和子 太平洋・御殿場 77 (40、37) 46 勝又 美希 姉ヶ崎 85 (46、39) 藤井 恵子 ロイヤルスター 91 (46、45)

徳島 恭子 姉ヶ崎 77 (39、38) 甲 まどか 平川 85 (44、41) 久米 万希子 秦野 91 (44、47)

内海 玲子 千葉夷隅 77 (39、38) 畑中 朝子 アバイディング 85 (42、43) 中村 里奈 清川 91 (44、47)

堀田 実佐子 成田東 77 (38、39) 酒井 元子 ブリック＆ウッド 85 (42、43) 90 島津 佐和子 立野クラシック 92 (48、44)

10 榎本 紀代美 大利根 78 (42、36) 50 本田 桂 岡部チサン 86 (45、41) 島路 五百子 横浜 92 (47、45)

山野 直美 鷹之台 78 (40、38) 小野塚 亜紀子 東松苑 86 (44、42) 濵﨑 祐子 袖ヶ浦 92 (47、45)

12 鈴木 良子 館山 79 (42、37) 工藤 桂子 箱根 86 (44、42) 小林 あゆみ ブリック＆ウッド 92 (46、46)

小菅 佐智子 秦野 79 (42、37) 山中 通子 ブリック＆ウッド 86 (43、43) 塩崎 邦子 佐原 92 (45、47)

柳田 美紀 総武 79 (42、37) 賀爾欽 美智子 東京湾 86 (42、44) 鈴木 美穂 白鳳 92 (42、50)

坪井 佳笑 江戸崎 79 (39、40) 佐々木 優子 京 86 (41、45) 96 鈴木 知美 本千葉 93 (49、44)

平野 いずみ 南摩城 79 (39、40) 梶谷 春美 飯能グリーン 86 (41、45) 97 中川 かおり 立野クラシック 94 (50、44)

17 富田 奈都 総武 80 (42、38) 57 今井 君子 船橋 87 (47、40) 戸田 ようこ 相模原 94 (49、45)

君塚 桂子 アバイディング 80 (41、39) 長島 祥子 PGM総成 87 (45、42) 三橋 理恵 袖ヶ浦 94 (46、48)

今関 よしみ 新千葉 80 (41、39) 山本 節子 大秦野 87 (44、43) 齋木 賀津子 ザ・レイクス 94 (45、49)

新井 麻衣子 成田東 80 (39、41) 海老根 君代 総武 87 (43、44) 秋元 眞由美 姉ヶ崎 94 (45、49)

長田 恵 イーグルレイク 80 (39、41) 末石 泰子 千葉夷隅 87 (43、44) 西野 敬子 立野クラシック 94 (44、50)

- 以 上、 予 選 通 過 － 長谷 容子 鶴舞 87 (42、45) 103 福澤 勢子 総武 95 (50、45)

小泉 恵子 総武 80 (37、43) 63 檜垣 美子 ブリック＆ウッド 88 (47、41) 岩橋 みどり 大利根 95 (46、49)

23 石川 由美 本千葉 81 (42、39) 西島 典子 霞台 88 (46、42) 105 金岡 旬子 新千葉 96 (52、44)

永瀬 美代子 武蔵 81 (41、40) 薄井 慎子 我孫子 88 (46、42) 水間 路子 本千葉 96 (49、47)

伴 美奈 カレドニアン 81 (41、40) 三橋 真由美 万木城 88 (45、43) 宮田 鈴子 ブリック＆ウッド 96 (49、47)

務台 友子 木更津 81 (40、41) 67 富澤 由美子 アバイディング 89 (47、42) 土屋 ますみ 平川 96 (46、50)

鵜野 重子 高根 81 (38、43) 山上 和子 御殿場東名 89 (46、43) 109 小川 いずみ 姉ヶ崎 98 (49、49)

28 小川 美恵子 成田東 82 (43、39) 大向 厚子 南総 89 (46、43) 110 本間 美和子 大秦野 102 (50、52)

進藤 美恵子 鷹之台 82 (42、40) 菓子田 智子 皐月･鹿沼 89 (46、43) 111 内藤 郁子 ブリック＆ウッド 103 (52、51)

尾崎 博子 太平洋・御殿場 82 (42、40) 泉口 礼子 姉ヶ崎 89 (46、43) 棄権 今井 信子 箱根

北川 真理子 飯能グリーン 82 (41、41) 肥田野 直美 東京湾 89 (45、44) 棄権 水島 一枝 平川

晝間 貴子 秦野 82 (40、42) 近藤 豊子 立野クラシック 89 (44、45) 欠場 板垣 貴子 木更津

石井 良子 イーグルレイク 82 (40、42) 横山 仁美 江戸崎 89 (44、45) 欠場 鈴木 陽子 カレドニアン

本多 美峰 カレドニアン 82 (40、42) 久高 善江 本千葉 89 (43、46) 欠場 竹内 絵里 姉ヶ崎

佐藤 みゆき 姉ヶ崎 82 (40、42) 熊谷 文子 中山 89 (42、47) 欠場 須賀 享子 立野クラシック

36 木全 久美 立野クラシック 83 (44、39) 堀江 久美 東京湾 89 (42、47) 欠場 川口 智美 平川

兎澤 由美子 一の宮 83 (44、39) 78 中村 智惠子 佐原 90 (47、43) 欠場 龍田 里江子 PGM総成

伊藤 寿美代 皆川城 83 (42、41) 島田 明子 南総 90 (46、44) 欠場 鈴木 理恵 立野クラシック

大畠 恵子 中津川 83 (42、41) 石倉 みゆき 袖ヶ浦 90 (46、44)

40 秋谷 美樹 習志野 84 (45、39) 中村 昭子 平川 90 (45、45)

7月1日(金)

2022年関東女子シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

立野クラシック・ゴルフ倶楽部( 5804Yards   Par 72 )


