
第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第3回予選(女子)赤城カントリー倶楽部　2016年10月6日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第3回予選(女子)赤城カントリー倶楽部　2016年10月6日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第3回予選(女子)赤城カントリー倶楽部　2016年10月6日(木)第15回群馬県ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺﾞﾙﾌ選手権第3回予選(女子)赤城カントリー倶楽部　2016年10月6日(木)
順位順位順位順位 ｱｳﾄｱｳﾄｱｳﾄｱｳﾄ ｲﾝｲﾝｲﾝｲﾝ ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 久保田文子          久保田文子          久保田文子          久保田文子          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              阿部　香織          阿部　香織          阿部　香織          阿部　香織          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              33333333 37373737 70707070

2222 川島　綾乃          川島　綾乃          川島　綾乃          川島　綾乃          太　田              太　田              太　田              太　田              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              35353535 37373737 72727272

3333 本郷すみ江          本郷すみ江          本郷すみ江          本郷すみ江          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              高橋　浩子          高橋　浩子          高橋　浩子          高橋　浩子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              37373737 39393939 76767676

4444 富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              38383838 40404040 78787878

5555 前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              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              40404040 39393939 79797979

                小久保京子          小久保京子          小久保京子          小久保京子          太　田              太　田              太　田              太　田              松原佐智子          松原佐智子          松原佐智子          松原佐智子          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              37373737 42424242 79797979

7777 星野　響子          星野　響子          星野　響子          星野　響子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              小暮美喜子          小暮美喜子          小暮美喜子          小暮美喜子          館　林              館　林              館　林              館　林              41414141 39393939 80808080

                小池　晶代          小池　晶代          小池　晶代          小池　晶代          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              武藤真由美          武藤真由美          武藤真由美          武藤真由美          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              40404040 40404040 80808080

9999 米田　康代          米田　康代          米田　康代          米田　康代          館　林              館　林              館　林              館　林              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              41414141 40404040 81818181

                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              朝賀佐知子          朝賀佐知子          朝賀佐知子          朝賀佐知子          中之条              中之条              中之条              中之条              40404040 41414141 81818181

11111111 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              秋田たまみ          秋田たまみ          秋田たまみ          秋田たまみ          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              39393939 43434343 82828282

12121212 池澤　宏美          池澤　宏美          池澤　宏美          池澤　宏美          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              津久井仁美          津久井仁美          津久井仁美          津久井仁美          みどり              みどり              みどり              みどり              44444444 39393939 83838383

                金子真樹子          金子真樹子          金子真樹子          金子真樹子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              早川　法子          早川　法子          早川　法子          早川　法子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              43434343 40404040 83838383

14141414 斉藤多巳子          斉藤多巳子          斉藤多巳子          斉藤多巳子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              福原　千波          福原　千波          福原　千波          福原　千波          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              43434343 43434343 86868686

                大木　悦子          大木　悦子          大木　悦子          大木　悦子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              小林　洋子          小林　洋子          小林　洋子          小林　洋子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              42424242 44444444 86868686

16161616 黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              上原ひろみ          上原ひろみ          上原ひろみ          上原ひろみ          安　中              安　中              安　中              安　中              43434343 45454545 88888888

17171717 北　　節子          北　　節子          北　　節子          北　　節子          沼　田              沼　田              沼　田              沼　田              佐藤　見枝          佐藤　見枝          佐藤　見枝          佐藤　見枝          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              46464646 46464646 92929292

18181818 泉　　明子          泉　　明子          泉　　明子          泉　　明子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              飯塚小百合          飯塚小百合          飯塚小百合          飯塚小百合          みどり              みどり              みどり              みどり              48484848 46464646 94949494

＊同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定＊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決定

チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績


