
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5425yards  Par72)

ベストスコア賞： 横川 亜希子 74

1位 322 2位 328
横川 亜希子 74 (35,39) 亀田 伊眞子 90 (46,44)

南宮 真由美 80 (37,43) 金子 純 84 (42,42)

三村 弘美 84 (43,41) 中野 百恵 81 (42,39)

芹田 吉美 84 (43,41) 水毛 由乃 79 (42,37)

佐藤 恵津子 85 (44,41) 鈴木 壽子 84 (43,41)

志賀 裕子 91 (45,46) 増田 則子 96 (49,47)

3位 332 4位 332
光本 智子 87 (43,44) 加藤 理香 80 (41,39)

岡上 えみこ 80 (41,39) 金 美恵 80 (38,42)

森嶋 優子 88 (43,45) 近藤 千夏 85 (42,43)

重野 理咲 84 (45,39) 橘 佳織 90 (45,45)

髙峯 礼子 85 (42,43) 内山 美幸 87 (45,42)

小島 範子 83 (41,42) 土田 聡美 92 (47,45)

5位 332 6位 335
岸上 典子 89 (43,46) 高井 智美 89 (47,42)

海野 綾子 78 (40,38) 飯室 浩子 77 (41,36)

入江 美幸 82 (38,44) 照井 ジャネット・リベラ 85 (42,43)

神領 恵 83 (43,40) 永井 美杉 88 (40,48)

松山 朱実 90 (46,44) 山村 佳子 85 (43,42)

河野 崇子 102 (49,53) 斉野 陽子 92 (48,44)

7位 336 8位 336
上村 ひろみ 88 (45,43) 南雲 真理 75 (37,38)

金田 康子 82 (39,43) 平井 和美 85 (42,43)

大場 栄理子 85 (44,41) 鈴木 悠子 87 (43,44)

渋谷 由香里 83 (43,40) 友部 幸子 89 (48,41)

渡邉 留美子 92 (50,42) 岩橋 みどり 92 (45,47)

飯嶋 裕子 86 (42,44) 附木 美佐 92 (48,44)

9位 337 10位 338
髙橋 道代 85 (41,44) 米村 晴美 88 (43,45)

尹 永淑 83 (41,42) 耕田 千秋 78 (38,40)

大村 リカ 88 (45,43) 稲川 いずみ 84 (43,41)

青木 育子 83 (40,43) 高橋 佳代子 90 (45,45)

齋木 日奈子 86 (45,41) 河内 浩美 88 (45,43)

白木 暁美 86 (43,43) 片野 恵里 96 (52,44)

11位 342 12位 346
北村 由希子 82 (40,42) 吉沼 浩美 86 (44,42)

横江 淑美 89 (44,45) 藤原 泉 86 (43,43)

田中 恭子 83 (42,41) 根津 邦子 87 (43,44)

長沼 真弓 90 (44,46) 髙野 佳子 96 (49,47)

荻野 裕子 88 (43,45) 森山 美佐子 87 (44,43)

横山 仁美 89 (46,43) 小山 美景 98 (46,52)

13位 350 14位 350
郡司 直美 86 (44,42) 横山 静子 87 (45,42)

上條 美和子 87 (41,46) 佐々木 理恵 78 (39,39)

多田 輝子 88 (46,42) 亘 由紀子 83 (42,41)

中島 由美子 101 (51,50) 遠藤 しづえ 105 (58,47)

八代 真喜子 90 (47,43) 宇都 英美 102 (51,51)

菊地 富士子 89 (45,44) 高品 英子 102 (52,50)

15位 356 16位 358
髙田 偉差子 83 (45,38) 福家 淳子 92 (42,50)

生木 優子 91 (47,44) 松田 裕子 85 (42,43)

湯浅 智美 100 (48,52) 小形 幹世 83 (40,43)

塙 節子 91 (43,48) 秋元 みゆき 98 (50,48)

天野 好 97 (49,48) 柿嶋 由希江 113 (55,58)

佐藤 美子 91 (44,47) 福岡 聡子 112 (60,52)

2021年関東女子倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

扶桑

5月24日(月)

宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 大利根カントリークラブ

扶桑カントリー倶楽部

猿島カントリー倶楽部 ワンウェイゴルフクラブ

マナゴルフクラブ セントラルゴルフクラブ

水戸・ゴルフ・クラブ

宍戸ヒルズカントリークラブ 桜ゴルフ倶楽部

江戸崎カントリー倶楽部 PGM石岡ゴルフクラブ

土浦カントリー倶楽部 ノースショアカントリークラブ

大洗ゴルフ倶楽部 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎



2021年関東女子倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

17位 371
金澤 光子 91 (48,43)

志村 ひろみ 94 (47,47)

佐々木 唯 95 (51,44)

郷州 小夜子 95 (47,48)

桑名 洋子 103 (51,52)

野村 千鶴子 91 (43,48)

静ヒルズカントリークラブ


