
開催日： 参加倶楽部数： 15

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5376yards  Par72)

ベストスコア賞： 久保田 文子 76

1位 325 2位 334
久保田 文子 76 (39,37) 小澤 千恵子 80 (40,40)

西 有実子 86 (43,43) 小池 晶代 86 (43,43)

清田 マキコ 81 (39,42) 佐藤 浩子 85 (40,45)

加藤 亜希子 82 (41,41) 岩井 恭子 83 (42,41)

奈良 淳子 89 (42,47) 川崎 幸代 86 (43,43)

3位 334 4位 336
荻原 由美子 82 (41,41) 大崎 由里香 88 (46,42)

森島 豊子 89 (43,46) 岡本 典子 90 (45,45)

呉 鍾淑 78 (39,39) 阿部 香織 85 (41,44)

髙宮 久美子 86 (39,47) 高橋 浩子 79 (38,41)

宮岡 久枝 88 (40,48) 松澤 浩子 84 (43,41)

5位 336 6位 342
福原 千波 83 (38,45) 小澤 睦美 77 (37,40)

篠原 久子 80 (38,42) 馬場 百合子 89 (45,44)

齋藤 万知子 85 (38,47) 武笠 浩子 90 (44,46)

宮﨑 貴美子 88 (41,47) 森田 三和 86 (42,44)

髙橋 亜紀 91 (41,50) 湯浅 あき子 91 (44,47)

7位 342 8位 343
田子 とみ江 85 (42,43) 本郷 すみ江 78 (38,40)

都丸 美佐子 83 (40,43) 田辺 美恵子 85 (40,45)

位下 和子 92 (47,45) 橋爪 貴子 93 (48,45)

木榑 ふさ 88 (46,42) 齋藤 静子 87 (42,45)

武井 博子 86 (41,45) 中島 まさ子 100 (49,51)

9位 346 10位 346
角田 かつ枝 84 (39,45) 中村 富貴子 84 (44,40)

川崎 エミ子 95 (45,50) 田中 香理 86 (39,47)

岩沢 純子 79 (39,40) 山田 梢 84 (37,47)

西田 美代子 89 (47,42) 吉田 由美子 92 (45,47)

田戸岡 美幸 94 (44,50) 入山 幸子 95 (48,47)

11位 347 12位 348
鈴木 輝美 83 (41,42) 前田 薫子 86 (42,44)

鈴木 咲良 80 (38,42) 狩野 きよ江 82 (39,43)

大和 睦 96 (49,47) 髙橋 妙子 84 (45,39)

伊與田 由未子 88 (47,41) 千明 寿枝 96 (52,44)

山納 連淑 102 (51,51) 荒木 和代 97 (47,50)

13位 356 14位 360
田村 恵 92 (47,45) 黒岩 瑞恵 95 (50,45)

加藤 聡美 79 (40,39) 山浦 由美 84 (40,44)

山本 果緒李 92 (48,44) 矢島 みど里 83 (40,43)

西村 香世子 93 (48,45) 鈴木 里江 98 (46,52)

田邊 志娟 93 (41,52) 金井 真理 102 (51,51)

15位 369
富田 南海子 93 (48,45)

山田 幸子 90 (44,46)

須藤 千恵子 90 (44,46)

瀬間 かず子 98 (46,52)

篠崎 康枝 96 (44,52)

甘楽カントリークラブ

赤城ゴルフ倶楽部 妙義カントリークラブ

サンコー72カントリークラブ ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場

草津カントリークラブ THE RAYSUM

初穂カントリークラブ 藤岡ゴルフクラブ

鳳凰ゴルフ倶楽部

伊香保国際カンツリークラブ グリーンパークカントリークラブ

太田双葉カントリークラブ 赤城国際カントリークラブ

白水ゴルフ倶楽部

2021年関東女子倶楽部対抗群馬会場予選競技

鳳凰

5月27日(木)

藤岡ゴルフクラブ 東コース


