
開催日： 参加倶楽部数： 14

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5533yards  Par72)

ベストスコア賞： 佐藤 愛美 78

1位 329 2位 346
中山 慶子 84 (42,42) 渡部 修子 90 (45,45)

佐藤 愛美 78 (42,36) 中山 敬子 93 (46,47)

田村 幸子 81 (41,40) 高井 文子 85 (46,39)

寺島 浩子 88 (42,46) 西野 美千代 82 (41,41)

松木 麻子 86 (42,44) 戸枝 亜紀子 89 (42,47)

3位 351 4位 357
大嶋 安子 98 (50,48) 竹田 朋子 91 (45,46)

髙瀬 奈穂 86 (46,40) 相澤 理恵 87 (46,41)

菅原 友紀 82 (43,39) 小島 由美子 89 (44,45)

建守 久代 85 (44,41) 坂井 貴子 92 (46,46)

小野 美津子 104 (50,54) 髙橋 マサミ 90 (45,45)

5位 359 6位 360
五十嵐 真里子 85 (46,39) 清野 泉 85 (46,39)

佐藤 淳子 95 (41,54) 柳 まゆみ 85 (45,40)

伊藤 美砂子 88 (42,46) 井上 則子 96 (47,49)

伊藤 恵里香 91 (46,45) 関谷 敏子 94 (49,45)

大坂 聡子 96 (48,48) 立壁 民子 102 (49,53)

7位 363 8位 368
石川 房子 92 (46,46) 清水 修子 89 (45,44)

澤田 麻里 90 (48,42) 吉﨑 貞子 92 (46,46)

和田 栄美子 92 (48,44) 仁木 知子 89 (43,46)

鈴木 直子 89 (47,42) 小幡 朱音 98 (52,46)

佐藤 美代子 108 (53,55) 田邉 久子 101 (47,54)

9位 372 10位 378
土田 さよ子 93 (45,48) 仲丸 きよ枝 79 (40,39)

河内 千代子 95 (50,45) 今井 芳江 97 (52,45)

髙野 祐子 82 (40,42) 印牧 桂子 101 (51,50)

高木 佳代 102 (45,57) 仲丸 真貴子 117 (60,57)

髙野 律子 105 (52,53) 大淵 美奈子 101 (53,48)

11位 383 12位 388
小野 キヨミ 95 (44,51) 大嶺 洋子 94 (52,42)

小林 郷子 99 (51,48) 山本 加代子 106 (49,57)

岩本 一枝 90 (43,47) 西條 咲子 95 (48,47)

福井 春子 99 (49,50) 滝沢 美津枝 97 (51,46)

前畑 美樹子 103 (56,47) 下間 美香 102 (52,50)

13位 393 14位 398
布川 泰子 99 (50,49) 相崎 博美 90 (46,44)

富取 美穂 92 (44,48) 佐藤 寿子 98 (47,51)

渡部 裕子 88 (47,41) 三寺 文子 104 (51,53)

桐生 知恵美 115 (55,60) 鈴木 靜子 115 (55,60)

松田 淳子 114 (56,58) 滝沢 一子 106 (48,58)

2021年関東女子倶楽部対抗新潟会場予選競技

紫雲

6月1日(火)

中条ゴルフ俱楽部

中条ゴルフ倶楽部 新発田城カントリー倶楽部

紫雲ゴルフ倶楽部

湯田上カントリークラブ 十日町カントリークラブ

糸魚川カントリークラブ 日本海カントリークラブ

笹神五頭ゴルフ倶楽部

ヨネックスカントリークラブ 越後ゴルフ倶楽部

柏崎カントリークラブ 松ケ峯カントリー倶楽部

櫛形ゴルフ倶楽部 長岡カントリー倶楽部


