
開催日： 参加倶楽部数： 20

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5458yards  Par72)

ベストスコア賞： 倉田 夕子 73
塩田 美樹子 73

1位 314 2位 319
内藤 真里 79 (39,40) 森井 好美 82 (39,43)
佐々木 真帆 78 (37,41) 伊藤 理恵 74 (39,35)
栗田 いずみ 78 (40,38) 立石 高子 82 (41,41)
大津 聖美 79 (37,42) 那須 由美子 81 (42,39)
正岡 美智代 80 (38,42) 伊藤 みづき 84 (42,42)

3位 322 4位 324
佐藤 文 90 (43,47) 山口 加津子 76 (37,39)
有本 淳子 89 (44,45) 岡部 華奈子 80 (40,40)
春木 惠美子 84 (42,42) 武藤 京子 82 (41,41)
塩田 美樹子 73 (35,38) 田口 貴美子 86 (43,43)
前田 聖美 76 (38,38) 戸田 ようこ 87 (43,44)

5位 324 6位 324
谷口 千栄子 84 (45,39) 小笠原 みさ子 85 (42,43)
宮崎 優子 79 (38,41) 岡橋 早里 80 (42,38)
梨本 れい子 78 (38,40) 武井 浩子 77 (36,41)
常松 祥子 83 (39,44) 青柳 由利 95 (51,44)
瀬戸 恵子 92 (44,48) 魚谷 政子 82 (43,39)

7位 327 8位 328
倉田 夕子 73 (35,38) 荒木 幸恵 82 (41,41)
石井 明日香 81 (41,40) 原木 一二三 91 (45,46)
杉本 千恵子 89 (46,43) 佐野 裕子 81 (40,41)
鈴木 瑞枝 93 (43,50) 東 真美 80 (42,38)
滝 綾子 84 (39,45) 杉本 和子 85 (43,42)

9位 328 10位 329
松本 京子 82 (40,42) 岩永 純子 78 (37,41)
古川 真美 97 (50,47) 大津 律子 89 (44,45)
楠元 彩子 88 (47,41) 藤本 美子 88 (44,44)
落合 麻紀 79 (39,40) 窪田 和子 80 (41,39)
進藤 富美 79 (41,38) 大畠 恵子 83 (42,41)

11位 336 12位 337
柳澤 優子 81 (38,43) 工藤 桂子 89 (45,44)
葉山 容子 77 (38,39) 中野 陽子 75 (38,37)
清水 朝子 84 (39,45) 稲葉 美年子 87 (41,46)
坂本 通子 97 (51,46) 瀬戸 順子 86 (45,41)
吉川 玲子 94 (43,51) 中原 頼子 91 (46,45)

13位 341 14位 342
瀬尾 詞子 80 (41,39) 宇留島 麻知子 81 (40,41)
阿部 木綿子 86 (41,45) 鈴木 早愉里 81 (39,42)
平川 春美 92 (42,50) 後藤 文江 90 (44,46)
鈴木 美恵 85 (41,44) 川谷 美子 90 (46,44)
増井 裕子 90 (45,45) 山本 裕子 101 (44,57)

15位 351 16位 351
田中 かほる 86 (42,44) 廣瀬 美夜子 92 (47,45)
深澤 みなみ 79 (39,40) 田中 慈子 75 (37,38)
杉本 眞弓 92 (45,47) 永野 ツタエ 90 (46,44)
井上 真由美 99 (54,45) 橋本 良子 106 (57,49)
山口 かおり 94 (44,50) 松岡 昭子 94 (49,45)

2022年関東女子倶楽部対抗神奈川会場予選競技

東京カントリー

葉山国際

5月24日(火)

葉山国際カンツリー倶楽部 ダイヤモンドコース

東京カントリー倶楽部 大厚木カントリークラブ

秦野カントリークラブ

大相模カントリークラブ 相模カンツリー倶楽部

葉山国際カンツリー倶楽部 相模原ゴルフクラブ

東名厚木カントリー倶楽部

津久井湖ゴルフ倶楽部 中津川カントリークラブ

大秦野カントリークラブ 箱根カントリー倶楽部

相模野カントリー倶楽部 鎌倉カントリークラブ

神奈川カントリークラブ 湘南シーサイドカントリー倶楽部



2022年関東女子倶楽部対抗神奈川会場予選競技

17位 352 18位 353
大場 左和子 88 (44,44) 中村 里奈 85 (43,42)
滝口 紀子 86 (47,39) 田邉 聖子 101 (47,54)
井上 さゆり 93 (47,46) 長岩 洋子 86 (41,45)
平林 佐和子 99 (44,55) 澤井 美香 93 (48,45)
加藤 理刈 85 (40,45) 榊原 まり子 89 (47,42)

19位 363 20位 369
谷田部 由香 91 (43,48) 川島 みゑ子 97 (42,55)
太田 ふさ子 87 (42,45) 三ツ井 京子 88 (43,45)
福田 悦子 94 (48,46) 本田 芙佐子 92 (46,46)
尾作 千夏 91 (44,47) 松川 和世 97 (49,48)
漆間 洋子 99 (51,48) 水之江 美晴 92 (49,43)

平塚富士見カントリークラブ 清川カントリークラブ

相模湖カントリークラブ 芙蓉カントリー倶楽部


