
第36回群馬県女子アマチュアゴルフ選手権第１回予選 ﾍﾞﾙｴｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016年4月15日(金)第36回群馬県女子アマチュアゴルフ選手権第１回予選 ﾍﾞﾙｴｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016年4月15日(金)第36回群馬県女子アマチュアゴルフ選手権第１回予選 ﾍﾞﾙｴｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016年4月15日(金)第36回群馬県女子アマチュアゴルフ選手権第１回予選 ﾍﾞﾙｴｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016年4月15日(金)
順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 新藤　　励          新藤　　励          新藤　　励          新藤　　励                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       76767676

                石川　涼夏          石川　涼夏          石川　涼夏          石川　涼夏                 吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡       76767676

3333 石川茉友夏          石川茉友夏          石川茉友夏          石川茉友夏                 吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡       78787878

4444 若月　優衣          若月　優衣          若月　優衣          若月　優衣                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       79797979

5555 都丸美佐子          都丸美佐子          都丸美佐子          都丸美佐子                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       80808080

6666 境原あずさ          境原あずさ          境原あずさ          境原あずさ                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181

7777 武笠　浩子          武笠　浩子          武笠　浩子          武笠　浩子                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       82828282

8888 齋藤万知子          齋藤万知子          齋藤万知子          齋藤万知子                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       83838383

9999 馬場百合子          馬場百合子          馬場百合子          馬場百合子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       84848484

                清田マキコ          清田マキコ          清田マキコ          清田マキコ                 太　田              太　田              太　田              太　田       84848484

                狩野きよ江          狩野きよ江          狩野きよ江          狩野きよ江                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       84848484

                川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       84848484

13131313 前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       85858585

                篠原　久子          篠原　久子          篠原　久子          篠原　久子                 藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡       85858585

                狩野　益美          狩野　益美          狩野　益美          狩野　益美                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       85858585

                高野　菊枝          高野　菊枝          高野　菊枝          高野　菊枝                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       85858585

17171717 岡本　典子          岡本　典子          岡本　典子          岡本　典子                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686

                小澤　睦美          小澤　睦美          小澤　睦美          小澤　睦美                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       86868686

                阿部　香織          阿部　香織          阿部　香織          阿部　香織                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686

                登坂和歌子          登坂和歌子          登坂和歌子          登坂和歌子                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       86868686

21212121 北　　節子          北　　節子          北　　節子          北　　節子                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       87878787

                松沢　浩子          松沢　浩子          松沢　浩子          松沢　浩子                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       87878787

                岡　　和泉          岡　　和泉          岡　　和泉          岡　　和泉                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       87878787

24242424 齊藤三津子          齊藤三津子          齊藤三津子          齊藤三津子                 中之条              中之条              中之条              中之条       88888888

25252525 竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       89898989

                櫻井真智子          櫻井真智子          櫻井真智子          櫻井真智子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       89898989

                山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       89898989

                呉　　鍾淑          呉　　鍾淑          呉　　鍾淑          呉　　鍾淑                 太　田              太　田              太　田              太　田       89898989

29292929 西村香世子          西村香世子          西村香世子          西村香世子                 草　津              草　津              草　津              草　津       90909090

                廣瀬　祐子          廣瀬　祐子          廣瀬　祐子          廣瀬　祐子                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       90909090

                小池ゆかり          小池ゆかり          小池ゆかり          小池ゆかり                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       90909090

32323232 齋藤　文子          齋藤　文子          齋藤　文子          齋藤　文子                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       91919191

33333333 林　　夏美          林　　夏美          林　　夏美          林　　夏美                 太　田              太　田              太　田              太　田       92929292

                田戸岡美幸          田戸岡美幸          田戸岡美幸          田戸岡美幸                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       92929292

                富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       92929292

36363636 武井　博子          武井　博子          武井　博子          武井　博子                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       93939393

37373737 橋爪　貴子          橋爪　貴子          橋爪　貴子          橋爪　貴子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       97979797

38383838 木屋富美子          木屋富美子          木屋富美子          木屋富美子                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       103103103103

39393939 市村　　圭          市村　　圭          市村　　圭          市村　　圭                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       121121121121

※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位を決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位を決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位を決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位を決定


