
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 56名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小島 知加世 皐月･佐野 76 (38、38) 阿相 ひとみ 烏山城 89 (47、42)

2 澤井 綾子 東千葉 77 (39、38) 渋谷 由香里 セゴビア 89 (45、44)

3 岩井 絵里 東千葉 78 (39、39) 齋木 賀津子 ザ・レイクス 89 (42、47)

寺内 梓 皐月･佐野 78 (39、39) 44 新矢 直子 ザ・レイクス 90 (45、45)

5 入江 美幸 小山 79 (39、40) 阿部 瑞枝 富里 90 (44、46)

6 芦澤 麻衣 藤ヶ谷 80 (42、38) 46 可児 佐和子 総武 91 (48、43)

松山 菜穂子 習志野 80 (41、39) 47 船越 菜美 成田東 92 (49、43)

坂本 久乃 富士笠間 80 (39、41) 渡辺 朋子 宍戸ヒルズ 92 (47、45)

9 今井 美紀 岡部チサン 81 (43、38) 谷口 由美 ザ・レイクス 92 (46、46)

田中 真弓 成田東 81 (41、40) 小場 綾子 宍戸ヒルズ 92 (45、47)

吉田 茜 姉ヶ崎 81 (39、42) 51 鈴木 麻里香 ロイヤルスター 94 (49、45)

12 川崎 和子 太平洋・御殿場 82 (43、39) 湯浅 千晶 習志野 94 (49、45)

13 橘 佳織 セントラル 83 (45、38) 53 土田 聡美 セントラル 96 (51、45)

田辺 桂子 米原 83 (42、41) 遠藤 恵 習志野 96 (49、47)

15 山田 加奈子 習志野 84 (44、40) 55 布田 千恵 大栄 99 (51、48)

藤原 聡子 総武 84 (44、40) 56 酒井 晶子 立川国際 104 (54、50)

鈴木 美穂 あさひヶ丘 84 (43、41) 欠場 伊藤 結花 千葉

畑中 朝子 アバイディング 84 (43、41) 欠場 齋木 日奈子 宍戸ヒルズ

岩田 明子 宍戸ヒルズ 84 (43、41) 欠場 後藤 弥生 京

20 岡田 美智子 筑波 85 (45、40) 欠場 張戸 伸子 姉ヶ崎

三井 桂子 東千葉 85 (43、42)

- 以 上、 予 選 通 過 －

海老根 君代 総武 85 (42、43)

坪井 佳笑 江戸崎 85 (42、43)

皿井 美緒 都賀 85 (41、44)

25 渡辺 真理 本千葉 86 (44、42)

松島 美仁 袖ヶ浦 86 (44、42)

大場 栄理子 セゴビア 86 (43、43)

新井 美穂 大栄 86 (43、43)

会澤 美保子 総武 86 (42、44)

30 金子 純 水戸 87 (43、44)

古山 優子 秦野 87 (43、44)

富澤 由美子 アバイディング 87 (42、45)

33 横山 静子 ノースショア 88 (47、41)

大内田 一美 岡部チサン 88 (45、43)

山田 あやの 宍戸ヒルズ 88 (45、43)

市川 直美 沼津 88 (44、44)

渡邊 啓子 クリアビュー 88 (44、44)

高橋 由起子 皐月･佐野 88 (44、44)

39 小林 愛深 あさひヶ丘 89 (47、42)

佐々木 曜 レイク相模 89 (47、42)

8月29日(月)

関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

総武カントリークラブ 総武コース 中・西コース( 6067Yards   Par 72 )


