
開催日： 参加倶楽部数： 15

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5739yards  Par72)

ベストスコア賞： 丸山 みち子 74

1位 321 2位 333
高田 真希 75 (36,39) 森谷 聡子 83 (40,43)
泉谷 寛子 79 (38,41) 小林 ゆたか 84 (40,44)
小林 恵 81 (37,44) 笹岡 美保子 81 (39,42)
伊沢 洋子 86 (44,42) 西原 貴美 86 (45,41)
上條 春海 87 (47,40) 海老澤 智恵 85 (39,46)
市場 智子 89 (43,46) 清水 裕子 94 (50,44)

3位 334 4位 337
加藤 きよ子 80 (40,40) 藤森 理恵 93 (46,47)
丸山 菜々美 77 (41,36) 塩原 綾子 81 (42,39)
関 眞理子 90 (42,48) 小松 弘子 84 (45,39)
山崎 寛恵 87 (43,44) 橋倉 美砂子 85 (45,40)
羽田 庸子 102 (48,54) 東本 利江 88 (45,43)
小沼 範子 91 (47,44) 兒玉 奈緒子 87 (42,45)

5位 338 6位 342
別府 砂織 83 (42,41) 植原 博美 89 (47,42)
崔 美娜 84 (44,40) 深澤 惠子 85 (44,41)
竹節 嘉恵 84 (43,41) 柴宮 愛 83 (42,41)
玉木 郁子 87 (44,43) 古見 美帆 90 (45,45)
柳澤 信子 87 (45,42) 内山 志乃 87 (43,44)
山浦 由美 88 (45,43) 新井 謡子 87 (45,42)

7位 342 8位 345
宮島 あゆみ 84 (43,41) 森山 亮子 89 (44,45)
西澤 由香 87 (45,42) 髙橋 奈保美 82 (41,41)
上條 恵美 83 (45,38) 河合 香恭 79 (39,40)
古畑 陽子 91 (46,45) 矢﨑 みな子 105 (54,51)
小野 葉子 88 (43,45) 下田 美雪 95 (48,47)
築田 育栄 93 (47,46) 栗林 みずほ 100 (51,49)

9位 347 10位 351
篠﨑 タミ子 86 (44,42) 保坂 知子 94 (47,47)
石川 伸子 92 (44,48) 丸山 千春 90 (45,45)
伊藤 浩子 93 (47,46) 西澤 かおる 103 (54,49)
古木 玲奈 84 (43,41) 工藤 数子 93 (47,46)
浜 裕子 94 (47,47) 福永 信子 96 (51,45)
鈴木 昭子 85 (41,44) 丸山 みち子 74 (39,35)

11位 357 12位 359
中沢 喜代子 92 (49,43) 金 順子 92 (46,46)
松井 久美子 94 (47,47) 宮入 里和 90 (43,47)
内堀 幸子 88 (46,42) 宮島 ひろ子 88 (45,43)
沖 由美子 88 (47,41) 長門 明子 90 (43,47)
仁科 しのぶ 89 (46,43) 中村 映 91 (45,46)
岡野 千春 93 (46,47) 中村 節子 98 (51,47)

13位 361 14位 373
石田 範子 88 (43,45) 羽田 早苗 112 (60,52)
矢島 美紀 94 (50,44) 手塚 ゆうり 81 (39,42)
笠井 麻美 88 (46,42) 峯山 理絵 90 (49,41)
國枝 玲子 101 (48,53) 依田 思延 102 (52,50)
福居 智美 119 (61,58) 達川 美重 91 (45,46)
西原 茂美 91 (45,46) 手塚 あいり 78 (42,36)

15位 388
久保 綾子 91 (49,42)
藤城 純世 106 (54,52)
塚田 澄子 94 (50,44)
草間 明美 97 (49,48)
戸谷 弘子 107 (51,56)
西條 美世 106 (55,51)
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2022年関東女子倶楽部対抗長野会場予選競技
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