
開催日： 参加倶楽部数： 19

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5671yards  Par72)

ベストスコア賞： 原 かおり 72

1位 310 2位 316
橋詰 俊 88 (41,47) 長谷川 浩子 78 (38,40)

原 かおり 72 (37,35) 鈴木 佐知子 82 (40,42)

勝 美枝子 81 (36,45) 後藤 弥生 77 (39,38)

鈴木 良子 76 (39,37) 孫 淑寧 79 (42,37)

本間 公子 81 (41,40) 根本 久美 86 (45,41)

佐々木 理重 94 (47,47) 村上 喜代子 83 (40,43)

3位 318 4位 322
山口 久美 78 (39,39) 平田 悦子 78 (39,39)

安藤 善子 78 (39,39) 遠藤 睦子 87 (43,44)

鈴木 みどり 80 (37,43) 木島 千晶 87 (40,47)

堀江 久美 82 (39,43) 白 伊貞 76 (37,39)

大原 真理子 106 (51,55) 古澤 美保 81 (39,42)

肥田野 直美 93 (44,49) 本多 美峰 91 (43,48)

5位 322 6位 322
近内 麻希子 85 (42,43) 君塚 桂子 83 (41,42)

豊嶋 裕美子 74 (38,36) 佐々木 順子 79 (40,39)

小坂 順子 79 (40,39) 中村 薫 77 (37,40)

古川 康子 84 (41,43) 堤 幸子 91 (43,48)

伊藤 結花 89 (44,45) 磯村 さおり 83 (40,43)

渡辺 文子 88 (43,45) 新井 徳子 93 (45,48)

7位 330 8位 337
新保 美樹 80 (43,37) 仲田 奈美 96 (45,51)

高橋 かおる 83 (44,39) 平川 章子 78 (35,43)

天羽 里花 83 (42,41) 石井 糧子 86 (41,45)

永島 雅子 84 (41,43) 田向 孝子 88 (45,43)

鈴木 知美 90 (44,46) 石井 玲子 85 (41,44)

仲田 貴志美 84 (40,44) 鈴木 順子 88 (41,47)

9位 337 10位 340
楠 珠美 87 (42,45) 宮本 芳美 83 (40,43)

森 美華 82 (39,43) 石田 幸子 88 (47,41)

三木 美奈子 80 (38,42) 伊藤 小織 88 (43,45)

豊島 ゆかり 88 (45,43) 松本 早苗 82 (40,42)

中岡 瑞穂 95 (48,47) 中村 高子 87 (44,43)

高橋 眞生子 92 (47,45) 宮埜 佳代 100 (48,52)

11位 340 12位 341
内山 朝子 83 (40,43) 蒲谷 みちよ 90 (44,46)

原口 由紀 82 (41,41) 八巻 奈津美 82 (43,39)

飯高 名保美 88 (45,43) 星野 アツ子 88 (46,42)

大川 弘子 92 (46,46) 横山 由香 86 (42,44)

三宅 晴美 87 (42,45) 板垣 貴子 88 (45,43)

松沢 みどり 95 (45,50) 阿部 瑞枝 85 (38,47)

13位 343 14位 346
露木 直子 87 (41,46) 小谷 美子 85 (40,45)

中島 友美 81 (40,41) 芦澤 麻衣 81 (40,41)

濵口 啓子 85 (40,45) 喜代吉 圭子 88 (44,44)

井上 直子 91 (44,47) 落合 一美 92 (47,45)

知識 文恵 90 (40,50) 吉田 孝子 101 (55,46)

進藤 千草 90 (41,49) 田中 和代 92 (46,46)

15位 347 16位 349
上原 由 87 (42,45) 樋口 節子 85 (41,44)

飯村 英子 86 (43,43) 渡邊 美江子 85 (43,42)

飯田 貞子 89 (44,45) 平野 富美江 92 (42,50)

高野 美和 95 (45,50) 上田 啓子 87 (45,42)

藤田 美保子 93 (45,48) 竹内 美代子 93 (45,48)

村上 佳代 85 (43,42) 岡田 英子 98 (46,52)

2021年関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

館山

6月1日(火)

浜野ゴルフクラブ

本千葉カントリークラブ 房総カントリークラブ

館山カントリークラブ

千葉カントリークラブ 八幡カントリークラブ

東京湾カントリークラブ カレドニアン・ゴルフクラブ

京カントリークラブ

船橋カントリークラブ クリアビューゴルフクラブ＆ホテル

鎌ヶ谷カントリークラブ 富里ゴルフ倶楽部

袖ヶ浦カンツリークラブ 藤ヶ谷カントリークラブ

真名カントリークラブ 加茂ゴルフ倶楽部



2021年関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

17位 353 18位 353
兎澤 由美子 85 (41,44) 今井 啓子 82 (40,42)

樫井 恭子 92 (44,48) 森山 まゆみ 94 (49,45)

栗尾 公子 95 (47,48) 村上 綾香 87 (42,45)

山村 周子 89 (43,46) 鈴木 美穂 90 (44,46)

杉原 典子 103 (50,53) 中崎 恵子 96 (47,49)

飯尾 明美 87 (42,45) 大河 静江 99 (47,52)

19位 359
笹部 行子 91 (43,48)

笹生 重子 80 (40,40)

島 稲佳 94 (46,48)

藤本 幸子 94 (45,49)

秋葉 惠美子 95 (45,50)

稲垣 暁子 96 (45,51)

一の宮カントリークラブ 白鳳カントリー倶楽部

浜野ゴルフクラブ


