
開催日： 参加倶楽部数： 13

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5749yards  Par72)

ベストスコア賞： 大石 彩未 73

1位 333 2位 337
森谷 聡子 85 (44,41) 上條 晴海 87 (45,42)

大石 彩未 73 (36,37) 高田 真希 85 (39,46)

小林 ゆたか 87 (44,43) 小林 恵 79 (37,42)

笹岡 美保子 90 (46,44) 伊沢 洋子 88 (42,46)

海老澤 智恵 94 (44,50) 泉谷 寛子 83 (42,41)

西原 貴美 88 (41,47) 市場 智子 89 (48,41)

3位 342 4位 352
長門 明子 87 (44,43) 別府 砂織 81 (40,41)

宮入 里和 81 (41,40) 竹節 嘉恵 88 (43,45)

中村 映 86 (41,45) 崔 美娜 92 (45,47)

金 順子 88 (47,41) 金根 道子 94 (48,46)

中村 節子 103 (52,51) 玉木 郁子 96 (49,47)

宮島 ひろ子 107 (54,53) 柳澤 信子 91 (49,42)

5位 362 6位 363
秋山 潤子 91 (45,46) 築田 育栄 85 (43,42)

塩原 綾子 86 (43,43) 上條 恵美 96 (47,49)

兒玉 奈緒子 97 (49,48) 小野 葉子 96 (51,45)

向井 三千子 99 (54,45) 宮島 あゆみ 88 (45,43)

藤森 理恵 93 (41,52) 村山 ひふ美 99 (50,49)

東本 利江 92 (47,45) 西澤 由香 94 (46,48)

7位 363 8位 365
深澤 恵子 92 (48,44) 森山 亮子 88 (45,43)

杉田 直美 97 (47,50) 河合 香恭 85 (43,42)

柴宮 愛 93 (44,49) 高橋 奈保美 86 (41,45)

古見 美帆 89 (43,46) 下田 美雪 106 (54,52)

内山 志乃 89 (45,44) 金子 さおり 120 (54,66)

植原 博美 97 (51,46) 峯山 理絵 92 (47,45)

9位 365 10位 377
江本 和子 101 (53,48) 保坂 知子 96 (48,48)

松井 久美子 94 (48,46) 工藤 数子 99 (49,50)

内堀 幸子 95 (48,47) 丸山 みち子 83 (44,39)

藤川 智江 101 (52,49) 小寺 泰子 105 (56,49)

仁科 しのぶ 87 (43,44) 西澤 かおる 100 (48,52)

岡野 千春 89 (42,47) 丸山 千春 99 (48,51)

11位 387 12位 387
篠﨑 タミ子 86 (45,41) 塚田 澄子 98 (50,48)

伊藤 浩子 100 (50,50) 久保 綾子 88 (45,43)

佐川 阿津子 103 (51,52) 戸谷 弘子 110 (56,54)

浜 裕子 99 (47,52) 藤城 純世 95 (45,50)

角田 要子 102 (52,50) 草間 明美 113 (58,55)

中井 和恵 112 (52,60) 宮下 彩乃 106 (54,52)

13位 389
石田 範子 88 (45,43)

矢島 美紀 93 (45,48)

西原 茂美 105 (54,51)

樋口 タイ子 119 (58,61)

福居 智美 103 (52,51)

國枝 玲子 欠場

2021年関東女子倶楽部対抗長野会場予選競技

穂高

5月27日(木)

松本浅間カントリークラブ 常念・白馬コース

松本カントリークラブ 諏訪湖カントリークラブ

穂高カントリークラブ

松本浅間カントリークラブ 塩嶺カントリークラブ

長野カントリークラブ 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部

中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部

あづみ野カントリークラブ 豊科カントリー倶楽部

三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 千曲高原カントリークラブ

南長野ゴルフ倶楽部


