
開催日： 参加倶楽部数： 20

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 3

  (5579yards  Par72)

ベストスコア賞： 平田 悦子 76

1位 329 2位 330
平田 悦子 76 (39,37) 末石 泰子 84 (42,42)
古澤 美保 87 (46,41) 菅谷 直子 83 (43,40)
遠藤 睦子 90 (42,48) 内海 玲子 88 (46,42)
伴 美奈 83 (41,42) 岩本 朋美 91 (44,47)
小方 弘子 91 (44,47) 牧野 佳奈 84 (42,42)
本多 美峰 83 (41,42) 高岡 奈穂子 79 (38,41)

3位 337 4位 338
君塚 桂子 82 (41,41) 山元 珠美 87 (45,42)
佐々木 順子 86 (42,44) 香取 敦子 78 (36,42)
中村 薫 86 (41,45) 中村 智恵子 89 (45,44)
新井 徳子 83 (44,39) 塩﨑 邦子 97 (45,52)
山田 富士子 91 (47,44) 市川 真弓 86 (40,46)
堤 幸子 92 (47,45) 東海林 優子 87 (42,45)

5位 338 6位 339
長谷川 浩子 80 (38,42) 松山 菜穂子 84 (37,47)
鈴木 佐知子 87 (44,43) 馬場 由美 85 (41,44)
後藤 弥生 85 (43,42) 竹生 秀子 92 (47,45)
村上 喜代子 86 (44,42) 菊地 純子 83 (42,41)
前澤 有美 95 (47,48) 小溝 久美子 87 (46,41)
仁保 美和子 92 (48,44) 秋谷 美樹 88 (43,45)

7位 339 8位 340
カヤット朱美 中田 78 (40,38) 三木 恵美子 87 (44,43)
中島 友美 86 (43,43) 進藤 美恵子 87 (43,44)
深山 文美代 89 (47,42) 夜差 惠美子 84 (42,42)
井上 直子 86 (46,40) 山野 直美 83 (41,42)
進藤 千草 90 (45,45) 神野 鈴子 94 (47,47)
里見 早苗 95 (47,48) 蒲田 恭子 86 (45,41)

9位 343 10位 347
鈴木 良子 91 (48,43) 今関 よしみ 91 (44,47)
原 かおり 79 (39,40) 久保田 玲 80 (38,42)
勝 美枝子 80 (39,41) 横山 淳子 88 (42,46)
宮﨑 孝枝 93 (48,45) 石坂 奈緒 88 (41,47)
本間 公子 93 (46,47) 花沢 直美 90 (44,46)
佐々木 理重 106 (57,49) 佐瀬 智恵子 93 (45,48)

11位 349 12位 361
高橋 かおる 81 (41,40) 金澤 純子 93 (48,45)
仲田 貴志美 93 (44,49) 坪田 正子 92 (45,47)
天羽 里花 82 (42,40) 大塚 けい子 90 (42,48)
石川 由美 93 (46,47) 高坂 信子 89 (45,44)
水間 路子 94 (48,46) 冨本 真由美 90 (46,44)
荒木 陽子 97 (47,50) 森 清香 95 (47,48)

13位 363 14位 365
荒木 慶子 93 (45,48) 半田 肖子 92 (44,48)
芦澤 麻衣 85 (40,45) 谷口 雅子 92 (48,44)
池内 智佳子 92 (47,45) 三橋 真弓 101 (49,52)
小谷 美子 94 (46,48) 安田 美智子 96 (48,48)
喜代吉 圭子 93 (46,47) 陳 公美 91 (44,47)
田中 和代 99 (49,50) 福島 弘子 90 (45,45)

15位 367 16位 373
石井 玲子 90 (46,44) 山中 通子 94 (48,46)
仲田 奈美 103 (55,48) 蕪木 有紀 89 (41,48)
鈴木 順子 90 (44,46) 檜垣 昭子 92 (45,47)
金山 眞理子 88 (44,44) 宮田 鈴子 98 (52,46)
篠崎 富美 100 (52,48) 白山 昌子 98 (49,49)
有枝 眞好枝 99 (48,51) 檜垣 美子 99 (50,49)

房総カントリークラブ ブリック＆ウッドクラブ

館山カントリークラブ 新千葉カントリー倶楽部

本千葉カントリークラブ 千葉国際カントリークラブ

藤ヶ谷カントリークラブ 中山カントリークラブ

袖ヶ浦カンツリークラブ 鷹之台カンツリー倶楽部

カレドニアン・ゴルフクラブ

京カントリークラブ 習志野カントリークラブ

八幡カントリークラブ 佐原カントリークラブ

千葉夷隅ゴルフクラブ

2019年関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

カレドニアン

5月28日(火)

千葉夷隅ゴルフクラブ　東・南コース



2019年関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

17位 383 18位 385
上田 啓子 94 (46,48) 水島 みつ子 104 (56,48)
岡田 英子 99 (51,48) 石毛 京子 98 (51,47)
竹内 美代子 93 (45,48) 加瀬 淳子 100 (51,49)
鈴木 暢枝 97 (45,52) 嶋田 輝美 90 (43,47)
大本 千尋 105 (55,50) 難波 幸子 97 (48,49)
石坂 美樹 99 (50,49) 竹内 栄子 103 (52,51)

19位 392 20位 393
今井 啓子 93 (45,48) 月足 朋子 93 (48,45)
大河 静江 108 (52,56) 上野 陽子 102 (52,50)
鈴木 美穂 95 (45,50) 生田目 早苗 99 (49,50)
中崎 恵子 101 (52,49) 金子 愛子 99 (50,49)
北原 アヤ子 103 (53,50) 西岡 薫 107 (53,54)
安永 妙子 103 (52,51) 山口 さつき 108 (53,55)

加茂ゴルフ倶楽部 レインボーヒルズカントリークラブ豊里コース

白鳳カントリー倶楽部 オーク・ヒルズカントリークラブ


