
開催日： 参加倶楽部数： 24

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 4

  (5494yards  Par72)

ベストスコア賞： 川森 里菜 73

1位 318 2位 321
横山 亜弥子 78 (40,38) 森山 明子 76 (40,36)
濱野 道子 80 (42,38) 吉田 みどり 81 (37,44)
猪野 智子 79 (39,40) 照井 久美 83 (42,41)
小川 幸子 81 (40,41) 楢松 千香子 83 (42,41)
柴田 章江 85 (40,45) 秋元 喜美代 81 (39,42)

3位 323 4位 324
中井 俊子 82 (39,43) 内村 典子 84 (42,42)
菱沼 みどり 82 (40,42) 今井 美紀 80 (40,40)
坂上 暢子 79 (38,41) 杉本 麻紀 86 (41,45)
武田 悦子 80 (39,41) 横山 初枝 78 (40,38)
近藤 征江 87 (44,43) 染野 さち子 82 (41,41)

5位 325 6位 325
橋本 智代 81 (41,40) 矢嶋 智都子 84 (40,44)
中村 真由美 81 (42,39) 川森 里菜 73 (34,39)
出雲 映子 81 (41,40) 鈴木 輝子 83 (38,45)
和田 朋子 84 (42,42) 生田 宏香 89 (43,46)
小玉 陽子 82 (40,42) 石井 京子 85 (45,40)

7位 326 8位 332
広田 綾子 89 (44,45) 長瀬 万寿 81 (38,43)
小川 志緒 74 (37,37) 竹田 ひろ子 74 (38,36)
鈴木 昌美 84 (40,44) 酒巻 芙蓉 88 (42,46)
海野 真由美 79 (39,40) 山下 明子 89 (43,46)
髙木 孝子 91 (43,48) 鈴木 治美 89 (47,42)

9位 334 10位 335
松本 啓子 81 (40,41) 本田 伊佐子 83 (42,41)
小林 かおり 79 (38,41) 浜垣 由香 83 (41,42)
永瀬 美代子 88 (42,46) 久保 玲子 85 (42,43)
大竹 紀子 91 (46,45) 鵜野 重子 88 (42,46)
吉田 ケイ子 86 (41,45) 浅野 聖子 84 (41,43)

11位 337 12位 338
平澤 美二子 84 (43,41) 原口 莉絵子 78 (39,39)
佐藤 智美 80 (38,42) 酒井 清江 失格
西山 恵子 85 (40,45) 千島 綾子 90 (43,47)
渡辺 トミエ 88 (43,45) 平木 崇子 81 (42,39)
齋藤 鈴子 89 (42,47) 鹿島 要子 89 (43,46)

13位 340 14位 342
橋本 康子 91 (44,47) 堀江 美奈子 81 (39,42)
坂本 多真美 78 (38,40) 志柿 千寿 86 (41,45)
来住野 朱美 82 (37,45) 綾 乃扶子 92 (46,46)
桑原 晴美 91 (41,50) 久保田 里美 83 (43,40)
山本 浩美 89 (44,45) 奥 享子 101 (49,52)

15位 344 16位 345
渡辺 眞理子 88 (43,45) 坂本 ゆみ 91 (48,43)
河野 裕美 86 (43,43) 横山 香保里 92 (44,48)
船橋 芳子 84 (43,41) 益子 美佐子 84 (42,42)
櫻井 恵子 86 (41,45) 山形 南 88 (43,45)
海老澤 牧 91 (46,45) 荒木 和江 82 (42,40)
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霞ヶ関

6月6日(月)

川越カントリークラブ　中・西コース

川越カントリークラブ 東京ゴルフ倶楽部

浦和ゴルフ倶楽部

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 霞ヶ関カンツリー倶楽部

嵐山カントリークラブ 岡部チサンカントリークラブ

石坂ゴルフ倶楽部

武蔵カントリークラブ 高根カントリー倶楽部

埼玉国際ゴルフ倶楽部 彩の森カントリークラブ

さいたま梨花カントリークラブ 入間カントリークラブ

越生ゴルフクラブ 高坂カントリークラブ
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17位 349 18位 349
原島 智恵子 86 (44,42) 森島 眞知子 83 (43,40)
丸山 久美子 90 (47,43) 佐竹 千春 88 (40,48)
青木 麻里 86 (43,43) 金子 浩美 87 (42,45)
石川 久子 88 (43,45) 岸田 祐子 92 (47,45)
和田 美紀 89 (43,46) 田中 径子 91 (44,47)

19位 351 20位 351
椎名 薫 88 (45,43) 長尾 裕子 88 (43,45)
初見 善子 88 (43,45) 西山 桂子 87 (42,45)
木村 幸江 86 (41,45) 荒木 まき子 85 (42,43)
澁谷 文枝 89 (44,45) 村野 万里子 91 (44,47)
牧山 桂子 94 (46,48) 田中 美和 95 (48,47)

21位 352 22位 352
井上 久美子 86 (44,42) 小峰 利恵 83 (43,40)
古澤 久絵 83 (39,44) 柴本 尚美 93 (42,51)
竹森 昌代 91 (45,46) 内藤 洋子 86 (46,40)
山中 千理 92 (46,46) 石本 純子 90 (45,45)
光國 真理子 94 (43,51) 青柳 明美 95 (47,48)

23位 353 24位 364
大野 とよ子 91 (44,47) 寺尾 美津江 89 (40,49)
信戸 香代 83 (41,42) 木下 裕美 95 (48,47)
大東 恵美子 88 (41,47) 柴田 典子 86 (46,40)
三神 緑 93 (48,45) 中野 叔子 94 (45,49)
吉田 栄子 91 (50,41) 三吉 真理子 95 (50,45)

鳩山カントリークラブ 飯能ゴルフクラブ

小川カントリークラブ 狭山ゴルフ・クラブ

武蔵松山カントリークラブ 日高カントリークラブ

東松山カントリークラブ 大宮国際カントリークラブ


