
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 中谷 玲 カレドニアン 74 (35、39) 出羽 幹子 総武 92 (45、47)

2 飛髙 佐江子 鷹 75 (38、37) 42 秋元 みゆき ザ・竜ヶ崎 93 (48、45)

3 佐藤 愛美 紫雲 76 (38、38) 森 ゆず キャスコ花葉 93 (47、46)

4 鈴木 郁子 鹿沼 77 (38、39) 髙橋 道代 宍戸ヒルズ 93 (47、46)

5 前田 聖美 葉山国際 78 (39、39) 45 上田 今日子 総武 94 (51、43)

6 浜上 佳奈 東京五日市 80 (42、38) 半澤 憲子 JGMやさと石岡 94 (49、45)

本宮 あゆみ ニッソー 80 (40、40) 尾崎 智美 岡部チサン 94 (48、46)

金 美惠 セントラル 80 (39、41) 後藤 祥子 JGMやさと石岡 94 (47、47)

9 塚原 園美 ザ・レイクス 81 (41、40) 49 山菅 玲子 東京クラシック 95 (46、49)

10 鈴木 ありさ 矢板 82 (44、38) 50 陣内 久美子 おおむらさき 97 (48、49)

伊藤 るみ 習志野 82 (41、41) 51 二井矢 聡子 龍ヶ崎 99 (48、51)

森口 裕子 太平洋・御殿場 82 (41、41) 52 鈴木 理沙 宍戸ヒルズ 100 (50、50)

星野 響子 岡部チサン 82 (40、42) 53 森山 香 総武 102 (49、53)

大久保 艶麗 猿島 82 (39、43) 54 小高 友美 霞南 104 (51、53)

15 工藤 利佳 セントラル 83 (44、39) 欠場 堀野 久美 東千葉

鈴木 陽子 東千葉 83 (42、41) 欠場 草野 江利子 姉ヶ崎

熊田 真紀子 カレドニアン 83 (41、42) 欠場 山崎 いづみ 東千葉

皆川 三代子 芳賀 83 (40、43) 欠場 宮野 尚子 カレドニアン

富澤 幸恵 オリムピックナショナル 83 (40、43) 欠場 黒木 望 パ協

徳山 由季 総武 83 (40、43) 欠場 馬場 由紀子 JGMやさと石岡

21 家西 愛子 かすみがうら 84 (44、40)

- 以 上、 予 選 通 過 －

22 耕田 千秋 桜 85 (45、40)

23 田島 緑 東松苑 86 (43、43)

24 海野 綾子 猿島 87 (45、42)

上野 千鶴 ゴールデンレイクス 87 (42、45)

26 武 かおる ザ・レイクス 88 (46、42)

香野 智美 姉ヶ崎 88 (46、42)

水上 由美子 鶴舞 88 (44、44)

鈴木 真由子 霞南 88 (44、44)

鈴木 聡子 阿見 88 (43、45)

31 吉野 恵美 カレドニアン 89 (47、42)

上原 久美 鎌ヶ谷 89 (45、44)

土屋 のり子 総武 89 (45、44)

岡上 えみこ マナ 89 (44、45)

見津 佳子 JGMやさと石岡 89 (41、48)

36 新保 美樹 本千葉 90 (43、47)

37 工藤 寿江 阿見 91 (51、40)

七里 留美子 太平洋・御殿場 91 (47、44)

湯浅 なつ季 総武 91 (44、47)

40 木村 真紀 JGMやさと石岡 92 (47、45)

8月29日(月)

関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

総武カントリークラブ 総武コース 東・中コース( 6117Yards   Par 72 )


