
会場：
期日：

エントリー： 58名
出場： 56名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 加藤 寿子 調布市 74 (37,37) 42 髙峯 礼子 葛飾区 96 (52,44)

2 内山 汐里 世田谷区 76 (38,38) 木田 喜久代 あきる野市 96 (51,45)

3 澤井 綾子 江東区 79 (40,39) 44 町田 明子 東村山市 97 (50,47)

4 森口 裕子 港区 81 (43,38) 松本 幸子 稲城市 97 (50,47)

齋藤 水樹 新宿区 81 (41,40) 木村 純子 台東区 97 (49,48)

岡部 華奈子 大田区 81 (39,42) 渡辺 美樹子 板橋区 97 (45,52)

7 森本 智恵美 世田谷区 82 (41,41) 48 嶋田 佐智子 品川区 98 (49,49)

8 町田 香織 調布市 84 (44,40) 今野 文霜 練馬区 98 (48,50)

9 西潟 美和 葛飾区 85 (44,41) 小林 幸子 品川区 98 (48,50)

豊島 絵里子 杉並区 85 (43,42) 51 奥村 展子 昭島市 103 (53,50)

11 増山 裕子 八王子市 86 (42,44) 古屋 すず子 福生市 103 (53,50)

12 田中 陽子 日野市 87 (44,43) 53 石居 みね子 江戸川区 106 (53,53)

井上 亜紀子 稲城市 87 (43,44) 54 稲葉 千恵子 江戸川区 107 (51,56)

14 小澤 典子 日野市 88 (45,43) 55 長嶋 弘子 中野区 109 (59,50)

長田 恵 江東区 88 (44,44) 56 竹林 立子 墨田区 120 (57,63)

小宮 洋子 板橋区 88 (44,44) 欠場 鈴木 真由美 北区

来住野 朱美 青梅市 88 (44,44) 欠場 吉川 玲子 中野区

小山 紀子 新宿区 88 (43,45)

太田 ふさ子 町田市 88 (43,45)

佐藤 智美 練馬区 88 (43,45)

21 丸山 隆子 港区 89 (46,43)

斉藤 仁美 北区 89 (44,45)

23 藤田 香 青梅市 90 (48,42)

露木 直子 台東区 90 (45,45)

安藤 康子 小平市 90 (45,45)

高橋 永子 八王子市 90 (44,46)

27 松村 眞由子 国分寺市 91 (44,47)

28 斎藤 のぞみ 国分寺市 92 (47,45)

大木 久子 杉並区 92 (45,47)

30 真田 明美 小平市 93 (48,45)

津野 真弓 千代田区 93 (47,46)

五十棲 絵里香 東村山市 93 (46,47)

33 園部 真弓 豊島区 94 (48,46)

江口 かがり 墨田区 94 (46,48)

遠藤 民子 豊島区 94 (45,49)

36 石渡 陽子 町田市 95 (51,44)

安田 弘子 昭島市 95 (50,45)

田熊 容子 千代田区 95 (49,46)

秋田 のぶ子 大田区 95 (48,47)

金綱 恵子 福生市 95 (47,48)

石成 智恵子 あきる野市 95 (46,49)

第73回都民体育大会（区市町村対抗）ゴルフ競技【正式競技】女子の部
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