
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 関根 奈穂美 セントラル 76 (38、38) 金丸 直子 河口湖 88 (45、43) 伊藤 陽子 鹿沼 94 (46、48)

2 倉田 夕子 東京カントリー 77 (37、40) 青柳 由利 相模 88 (45、43) 83 金子 純 水戸 95 (49、46)

3 栁澤 優子 大秦野 80 (42、38) 馬渕 恵美子 セントラル 88 (44、44) 亀田 伊眞子 水戸 95 (48、47)

4 小暮 博美 姉ヶ崎 81 (43、38) 44 坂本 なおみ 総武 89 (47、42) 時田 佐和子 御殿場東名 95 (48、47)

清水 敏江 秦野 81 (42、39) 阿部 木綿子 相模野 89 (46、43) 岸上 典子 猿島 95 (44、51)

窪田 和子 中津川 81 (42、39) 坂上 暢子 嵐山 89 (45、44) 87 市橋 都 ホロン 96 (52、44)

7 谷口 千栄子 大相模 82 (44、38) 鈴木 智子 レンブラント御殿場 89 (45、44) 山内 啓子 箱根 96 (51、45)

青木 理恵 東名 82 (44、38) 信戸 香代 東松山 89 (45、44) 廣瀬 美夜子 湘南シーサイド 96 (50、46)

高橋 寿子 皐月･鹿沼 82 (43、39) 森安 ひろみ 霞ヶ関 89 (44、45) 川原 瀬弥 総武 96 (49、47)

井上 春美 河口湖 82 (42、40) 半田 肖子 中山 89 (44、45) 橋本 泰子 ザ・レイクス 96 (49、47)

堀口 幸子 東京五日市 82 (42、40) 入野 己弥代 富士宮 89 (44、45) 首藤 浩子 富士 96 (47、49)

田口 貴美子 相模原 82 (41、41) 呂 新霞 秦野 89 (41、48) 93 伏見 まり 東名 97 (51、46)

13 正木 智枝 東名 83 (44、39) 松原 智恵美 木更津 89 (41、48) 若宮 久美子 大秦野 97 (49、48)

小楠 佳子 葛城 83 (43、40) 54 内藤 旬子 紫 90 (50、40) 柳沢 多恵子 本厚木 97 (49、48)

山口 加津子 相模原 83 (42、41) 荒木 幸恵 大厚木 90 (46、44) 瀬尾 詞子 相模野 97 (48、49)

浜垣 由香 高根 83 (41、42) 野尻 ゆかり 日高 90 (46、44) 鶴田 裕美 ギャツビイ 97 (48、49)

栗田 いずみ 秦野 83 (41、42) 鎌田 清美 富士宮 90 (44、46) 98 川島 みゑ子 平塚富士見 98 (51、47)

18 池田 成美 東千葉 84 (41、43) 58 杉山 基子 本厚木 91 (45、46) 村尾 みゆき 大相模 98 (49、49)

金子 弥生 相模原 84 (40、44) 59 中井 千春 オリムピック 92 (50、42) 100 牛嶋 浩美 PGMマリア 99 (55、44)

20 千島 綾子 彩の森 85 (44、41) 松本 朋子 東京クラシック 92 (49、43) 井上 幸子 富士箱根 99 (50、49)

村田 あすか 東名 85 (44、41) 鈴木 順子 霞ヶ関 92 (47、45) 102 糠信 愛子 都 100 (51、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 森山 香 総武 92 (47、45) 影山 啓子 習志野 100 (51、49)

石井 紀江 東名 85 (43、42) 古山 優子 秦野 92 (47、45) 104 宮永 記子 府中 101 (52、49)

横山 静子 ノースショア 85 (41、44) 屋宮 千英子 府中 92 (46、46) 石橋 聖子 東京クラシック 101 (52、49)

生田 宏香 霞ヶ関 85 (41、44) 蒲谷 みちよ 富里 92 (46、46) 106 辨谷 知子 オリムピック 102 (52、50)

25 小宮山 弥生 蓼科高原 86 (47、39) 堀野 久美 東千葉 92 (44、48) 107 尾﨑 尚代 おおむらさき 105 (47、58)

石渡 陽子 都 86 (45、41) 丸若 邦枝 茨城 92 (44、48) 108 松岡 恵美子 東名 108 (54、54)

渡邊 初節 富士レイクサイド 86 (45、41) 68 北川 有希 彩の森 93 (54、39) 109 勝間 和代 真名 111 (56、55)

増田 京子 筑波 86 (45、41) 持田 裕子 ギャツビイ 93 (49、44) 棄権 猪狩 紀子 東千葉

仁科 理恵 都 86 (44、42) 若林 益美 セントラル 93 (49、44) 棄権 前田 ひろみ 鹿沼

安藤 ユカリ 秦野 86 (42、44) 谷口 雅子 中山 93 (48、45) 棄権 河村 三枝 ホロン

吉川 清子 秦野 86 (42、44) 岩崎 真由美 彩の森 93 (47、46) 棄権 伊藤 結花 千葉

村上 喜代子 京 86 (42、44) 楠田 尚美 横浜 93 (46、47) 棄権 平田 富及 富士宮

33 進藤 富美 津久井湖 87 (45、42) 布施 葉子 府中 93 (45、48) 棄権 崔 銀姫 東名厚木

龍澤 めぐみ シャトレーゼヴィンテージ 87 (44、43) 鳥居 明子 ギャツビイ 93 (45、48) 欠場 桑田 智恵子 オーク・ヒルズ

山田 行奈 成田東 87 (43、44) 原木 一二三 大厚木 93 (44、49) 欠場 川勝 美紀 太平洋・御殿場

林 美幸 成田東 87 (43、44) 寺島 浩子 紫雲 93 (44、49) 欠場 田谷 千秋 平塚富士見

内藤 真里 ロイヤルスター 87 (43、44) 78 常松 祥子 大相模 94 (52、42) 欠場 松原 香織 習志野

平林 春芳 御殿場東名 87 (42、45) 江藤 陽子 秦野 94 (48、46) 欠場 倉片 史 ザ・レイクス

黒澤 せつ子 富士 87 (41、46) 山崎 いづみ 東千葉 94 (48、46)

40 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 88 (47、41) 新村 由紀 東名 94 (47、47)

6月27日(月)

2022年関東女子シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

相模カンツリー倶楽部( 5919Yards   Par 72 )


