
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 55名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 嬉野 由 葉山国際 76 (39、37) 加藤 由紀子 真名 89 (42、47)

勝 美枝子 館山 76 (37、39) 42 肥田野 直美 東京湾 90 (44、46)

名和 瑞穂 千葉夷隅 76 (36、40) 結城 麻美 ザ ナショナル・千葉 90 (43、47)

濱田 隆子 鶴舞 76 (36、40) 山上 和子 御殿場東名 90 (42、48)

5 鈴木 美穂 富里 78 (37、41) 45 湯浅 智美 大洗 91 (44、47)

6 原 かおり 館山 79 (40、39) 46 森山 奈津子 南総 92 (46、46)

7 堀 美樹 宍戸ヒルズ 80 (39、41) 谷口 千栄子 大相模 92 (45、47)

8 鈴木 理沙 大宮国際 81 (39、42) 寺川 真利 ニッソー 92 (43、49)

9 登坂 和歌子 ザ・レイクス 82 (44、38) 49 﨑山 瑠美子 ニッソー 93 (50、43)

尾崎 博子 太平洋・御殿場 82 (41、41) 亀田 菜摘 京 93 (45、48)

渡邊 彩 南総 82 (40、42) 51 半田 泰子 南茂原 95 (47、48)

森 美華 船橋 82 (37、45) 森山 蘭 房総 95 (46、49)

13 新島 有稀 ノーザン錦ヶ原 83 (44、39) 堀江 久美 東京湾 95 (45、50)

滝口 紀子 平塚富士見 83 (43、40) 54 高野 永子 宍戸ヒルズ 101 (50、51)

小泉 恵子 総武 83 (42、41) 黒川 典子 総武 101 (48、53)

松田 美穂 ザ・インペリアル 83 (42、41) 欠場 久保田 成美 ザ ナショナル・千葉

藤本 美子 中津川 83 (39、44) 欠場 八木 珠恵 東松苑

孫 淑寧 京 83 (39、44) 欠場 本間 育子 山田

19 三枝 こころ 太平洋・御殿場 84 (44、40) 欠場 才津 智美 ニッソー

梶谷 春美 飯能グリーン 84 (42、42) 欠場 米田 康代 東松苑

清水 かおり 八王子 84 (41、43)

- 以 上、 予 選 通 過 －

富田 奈都 総武 84 (36、48)

23 神谷 裕美 太平洋・御殿場 85 (45、40)

宮本 美帆子 岡部チサン 85 (42、43)

島田 明子 南総 85 (41、44)

26 中村 和子 我孫子 86 (44、42)

上田 章子 アスレチックガーデン 86 (43、43)

鈴木 有希子 千葉夷隅 86 (42、44)

原口 ユキ 鎌ヶ谷 86 (42、44)

石黑 明子 セゴビア 86 (41、45)

近藤 千夏 阿見 86 (41、45)

弓野 美恵 アスレチックガーデン 86 (40、46)

戴 逸梅 東京湾 86 (40、46)

34 岡田 美帆 総武 87 (43、44)

那須 由紀子 ザ ナショナル・千葉 87 (42、45)

脇山 佳連 大熱海国際 87 (42、45)

北山 暁子 津久井湖 87 (39、48)

38 佐藤 玲子 山田 88 (47、41)

鈴木 麻里子 大洗 88 (45、43)

40 小畠 裕子 阿見 89 (43、46)

8月29日(月)

関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

総武カントリークラブ 総武コース 西・東コース( 6092Yards   Par 72 )


