
2021関東女子シニア決勝　第1Rスコア速報
※スコア速報です。公式記録ではありません。

出場109名中 102名 終了 14:52

ランク    氏名

1 山下 ユナ 72 (37,35)
2 平林 治子 73 (35,38)
3 馬場 由美 75 (35,40)
4 松山 菜穂子 76 (36,40)
5 南雲 真理 77 (39,38)

小玉 陽子 77 (39,38)
7 田中 真弓 78 (36,42)

近賀 博子 78 (38,40)
金井 佳代 78 (37,41)
梶谷 春美 78 (39,39)
平田 悦子 78 (37,41)
森 美華 78 (37,41)

13 山口 久美 79 (35,44)
仁科 理恵 79 (39,40)
沓沢 良子 79 (39,40)
落合 麻紀 79 (38,41)
小川 美恵子 79 (41,38)

18 武田 妙子 80 (41,39)
小森 幸恵 80 (39,41)
鯉沼 良美 80 (41,39)
小宮 洋子 80 (36,44)
長谷川 浩子 80 (39,41)
山口 加津子 80 (37,43)
黒木 蘭 80 (38,42)
孫 淑寧 80 (40,40)
増田 京子 80 (38,42)

27 久保田 文子 81 (42,39)
川崎 和子 81 (39,42)
濱田 隆子 81 (40,41)
田口 貴美子 81 (41,40)

31 猪野 智子 82 (40,42)
32 村上 喜代子 83 (42,41)

松木 麻子 83 (40,43)
畑中 朝子 83 (39,44)
中山 慶子 83 (38,45)

36 宮 美佳 84 (41,43)
小楠 佳子 84 (39,45)
関根 奈穂美 84 (40,44)
窪田 和子 84 (40,44)
高橋 浩子 84 (40,44)
清田 マキコ 84 (43,41)
上野 千津美 84 (40,44)
新井 麻子 84 (41,43)
石井 良子 84 (41,43)

45 大越 景子 85 (41,44)
小田倉 富士子 85 (43,42)
石原 浩美 85 (44,41)
鈴木 順子 85 (42,43)
栗田 いずみ 85 (42,43)
君塚 桂子 85 (41,44)

スコア



ランク    氏名 スコア

今井 啓子 85 (44,41)
清水 敏江 85 (38,47)
古澤 久絵 85 (40,45)

54 山野 直美 86 (44,42)
伊藤 みづき 86 (40,46)
鈴木 聡子 86 (43,43)
松山 奈津江 86 (45,41)
堀口 幸子 86 (44,42)
大内田 一美 86 (41,45)
渡邊 初節 86 (42,44)
楢松 千香子 86 (42,44)
森山 明子 86 (41,45)
末石 泰子 86 (44,42)
佐久間 みち 86 (43,43)

65 平野 いずみ 87 (43,44)
鈴木 佐知子 87 (43,44)
田村 恵美 87 (44,43)
栁澤 優子 87 (45,42)
芹田 吉美 87 (41,46)
徳山 由季 87 (41,46)

71 大畠 恵子 88 (43,45)
工藤 桂子 88 (44,44)

73 髙井 智美 89 (42,47)
八木 珠恵 89 (43,46)
池本 直美 89 (43,46)
荘 祐子 89 (43,46)
鎌田 清美 89 (44,45)

78 青木 理恵 90 (41,49)
松原 智恵美 90 (43,47)
藤井 恵子 90 (43,47)
宮下 良美 90 (42,48)
横川 亜希子 90 (45,45)

83 松尾 智恵 91 (43,48)
藤本 美子 91 (43,48)
尾崎 博子 91 (44,47)
後藤 弥生 91 (42,49)
亀田 伊眞子 91 (47,44)
今井 信子 91 (42,49)

89 佐藤 恵津子 92 (48,44)
森安 ひろみ 92 (47,45)
藤森 いずみ 92 (49,43)

92 奈良 淳子 93 (41,52)
小菅 佐智子 93 (50,43)

94 久保田 成美 94 (46,48)
95 田村 和代 95 (45,50)

川勝 美紀 95 (46,49)
平本 圭美 95 (46,49)
渋谷 みどり 95 (43,52)

99 齋木 賀津子 96 (42,54)
100 勝又 紀子 97 (47,50)
101 井上 幸子 99 (47,52)
102 今井 君子 101 (47,54)
欠場 龍澤 めぐみ
欠場 落合 美詠子
欠場 清水 かおり
欠場 梅本 直子
欠場 永瀬 美代子
欠場 榎本 紀代美
欠場 鏑木 友子
欠場 浜垣 由香
欠場 川合 明子



ランク    氏名 スコア

欠場 田谷 千秋
 
 
 
 
 
 
 
 


