
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5618yards  Par72)

ベストスコア賞： 髙橋 道代 78
澤邊 真由美 78

1位 333 2位 335
横須賀 恵子 80 (41,39) 横川 亜希子 81 (40,41)
落合 敦子 82 (40,42) 上野 真紀 87 (42,45)
阿久津 浩子 86 (43,43) 芹田 吉美 85 (43,42)
伊勢澤 秀子 86 (42,44) 志賀 裕子 83 (43,40)
真栄城 泉 85 (42,43) 三村 弘美 94 (50,44)
藤森 みどり 93 (51,42) 佐藤 恵津子 86 (44,42)

3位 336 4位 339
齋木 日奈子 91 (46,45) 上條 美和子 87 (44,43)
尹 永淑 82 (42,40) 多田 輝子 80 (42,38)
髙橋 道代 78 (38,40) 荒井 加奈子 86 (46,40)
青木 育子 96 (53,43) 呉 龍梅 88 (46,42)
小場 綾子 85 (43,42) 菊地 富士子 86 (42,44)
渡辺 朋子 92 (45,47) 渡部 薫子 97 (50,47)

5位 341 6位 344
飯田 薫 86 (42,44) 神領 恵 90 (49,41)
柿沼 美佐子 82 (40,42) 大久保 艶麗 83 (41,42)
上田 章子 90 (42,48) 海野 綾子 82 (40,42)
弓野 美恵 88 (44,44) 入江 美幸 88 (43,45)
白井 由美 93 (44,49) 岸上 典子 89 (44,45)
児玉 典子 85 (44,41) 河野 崇子 99 (52,47)

7位 346 8位 346
齋木 賀津子 89 (44,45) 重野 理咲 87 (43,44)
塚原 園美 81 (40,41) 岡上 えみこ 86 (41,45)
原 美緒 86 (45,41) 森嶋 優子 95 (47,48)
山瀬 美和子 95 (47,48) 光本 智子 86 (40,46)
岡田 千登勢 87 (40,47) 髙峯 礼子 90 (47,43)
中山 かほる 90 (45,45) 小島 範子 87 (43,44)

9位 348 10位 350
山﨑 章子 94 (49,45) 落合 美詠子 欠場
澤邊 真由美 78 (38,40) 才津 智美 83 (44,39)
早乙女 たみ子 95 (52,43) 寺川 真利 89 (42,47)
坂本 久乃 81 (41,40) 﨑山 瑠美子 83 (41,42)
茂木 章子 98 (50,48) 江口 佳那 100 (49,51)
井上 里江 84 (41,43) 佐藤 三和子 95 (50,45)

11位 355 12位 357
北村 由希子 83 (41,42) 見津 佳子 85 (41,44)
長沼 真弓 89 (45,44) 木村 真紀 91 (45,46)
横山 仁美 92 (46,46) 後藤 祥子 91 (46,45)
横江 淑美 91 (47,44) 馬場 由紀子 90 (46,44)
田中 恭子 92 (46,46) 濱松 由佳 92 (44,48)
安藤 由佳 97 (47,50) 半澤 憲子 93 (48,45)

13位 357 14位 359
皆川 智子 85 (42,43) 吉田 泉 102 (49,53)
澤幡 智枝 90 (43,47) 鈴木 真由子 88 (43,45)
堀井 由美子 90 (44,46) 小髙 友美 90 (45,45)
津谷 いと子 92 (48,44) 富塚 友美 95 (45,50)
安藤 博子 97 (49,48) 田村 智子 94 (46,48)
金 容花 92 (48,44) 川又 文子 87 (40,47)

15位 365 16位 365
志村 ひろみ 93 (48,45) 生木 優子 91 (44,47)
大和田 恵梨香 84 (40,44) 嶋村 幸子 101 (56,45)
野村 千鶴子 99 (51,48) 湯浅 智美 84 (42,42)
金澤 光子 89 (45,44) 天野 好 100 (53,47)
佐々木 唯 99 (50,49) 佐藤 美子 97 (50,47)
郷州 小夜子 103 (50,53) 檜山 治美 93 (50,43)

静ヒルズカントリークラブ 大洗ゴルフ倶楽部

富士カントリー笠間倶楽部 ニッソーカントリークラブ

江戸崎カントリー倶楽部 JGMやさと石岡ゴルフクラブ

日立ゴルフクラブ 霞南ゴルフ倶楽部

カントリークラブ・ザ・レイクス マナゴルフクラブ

玉造ゴルフ倶楽部

アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 猿島カントリー倶楽部

宍戸ヒルズカントリークラブ 土浦カントリー倶楽部

扶桑カントリー倶楽部
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宍戸ヒルズ

富士笠間

5月30日(月)

玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース
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17位 381
大野 久江 93 (48,45)
清水 米子 欠場
本田 伊佐子 100 (52,48)
佐藤 佳子 93 (48,45)
鈴木 久美子 欠場
金島 政江 95 (48,47)

取手国際ゴルフクラブ


