
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 59名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 田口　 貴美子 個人会員 78 (39、39) 島田　 明子 大田区 95 (48、47)

2 黒木　 蘭 江東区 81 (40、41) 菊谷　 希和子 港区 95 (44、51)

3 澤井　 綾子 江東区 82 (40、42) 44 皿井　 美緒 個人会員 96 (51、45)

4 伊藤　 寿美代 新宿区 84 (43、41) 大熊　 祐子 練馬区 96 (48、48)

5 小林　 晴美 府中市 85 (44、41) 田倉　 真由美 西東京市 96 (48、48)

吉田　 敦美 西東京市 85 (43、42) 松村　 眞由子 国分寺市 96 (46、50)

清水　 かおり 世田谷区 85 (40、45) 48 柏原 三枝子 港区 97 (49、48)

8 伴　　 美奈 個人会員 86 (45、41) 高田　 貴子 杉並区 97 (48、49)

横山 由香 目黒区 86 (41、45) 落合　 孝子 千代田区 97 (45、52)

10 浜垣　 由香 個人会員 87 (44、43) 51 三浦 美礼 個人会員 98 (47、51)

河西　 裕子 世田谷区 87 (43、44) 52 影山　 啓子 港区 99 (51、48)

12 長尾　 説子 港区 88 (44、44) 宮田　 鈴子 個人会員 99 (48、51)

斎藤　 のぞみ 国分寺市 88 (44、44) 54 甲　 まどか 港区 100 (51、49)

柿沼　 美佐子 文京区 88 (44、44) 55 下田　 孝子 西東京市 101 (47、54)

森安　 ひろみ 港区 88 (43、45) 56 小平　 秀子 小平市 102 (54、48)

尾崎　 博子 杉並区 88 (43、45) 57 佐々木   輝子 世田谷区 104 (51、53)

大村　 恵子 港区 88 (41、47) 58 江幡 夕美 個人会員 105 (53、52)

18 柴田　 章江 国分寺市 89 (47、42) 59 髙橋　 永子 八王子市 109 (57、52)

塩部　 晴美 個人会員 89 (47、42) 欠場 宮澤　 玲子 世田谷区

宮澤　 由紀子 あきる野市 89 (44、45)

21 出雲 映子 杉並区 90 (47、43)

渡辺　 美樹子 板橋区 90 (46、44)

森口　 裕子 港区 90 (45、45)

山本　 直子 世田谷区 90 (45、45)

山中　 浩美 江東区 90 (44、46)

田村　 和代 国分寺市 90 (43、47)

関塚　 廣子 青梅市 90 (42、48)

28 今井　 信子 個人会員 91 (49、42)

川勝　 美紀 世田谷区 91 (48、43)

津堅　 典子 国分寺市 91 (45、46)

小坂　 順子 世田谷区 91 (44、47)

坂本　 なおみ 世田谷区 91 (42、49)

33 露木　 直子 台東区 92 (45、47)

34 佐竹　 千春 杉並区 93 (48、45)

尾崎　 靖子 武蔵野市 93 (47、46)

蒲田　 恭子 港区 93 (47、46)

津野　 真弓 千代田区 93 (47、46)

布施　 葉子 世田谷区 93 (46、47)

徳永　 春美 江東区 93 (43、50)

40 田中　 陽子 日野市 94 (47、47)

41 水間　 路子 世田谷区 95 (50、45)
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2021年　第2回研修会（女子）
東京バーディクラブ( 5962Yards   Par 72 )


