
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 3

  (5495yards  Par72)

ベストスコア賞： 仲丸 きよ枝 75

1位 330 2位 331
中山 敬子 81 (39,42) 田村 幸子 85 (42,43)
戸枝 亜紀子 83 (44,39) 中山 慶子 80 (39,41)
西野 美千代 83 (41,42) 寺島 浩子 82 (40,42)
坂井 貴子 92 (44,48) 梨本 祐子 89 (41,48)
渡部 修子 83 (43,40) 藤崎 景子 84 (43,41)

3位 332 4位 342
伊藤 美砂子 79 (39,40) 中村 富貴子 81 (41,40)
五十嵐 真里子 80 (41,39) 河内 千代子 93 (48,45)
佐藤 穂波 85 (43,42) 土田 さよ子 90 (48,42)
伊藤 恵里香 98 (51,47) 髙野 律子 96 (48,48)
川端 希久恵 88 (47,41) 髙野 祐子 78 (41,37)

5位 342 6位 344
竹田 朋子 83 (38,45) 仁木 知子 86 (41,45)
遠藤 紀子 86 (41,45) 徳島 妙子 92 (47,45)
原田 雪枝 92 (47,45) 清水 修子 81 (42,39)
小島 由美子 81 (43,38) 田辺 久子 93 (47,46)
小野 晴美 97 (47,50) 吉﨑 貞子 85 (40,45)

7位 347 8位 350
平野 まり子 92 (46,46) 小野 キヨミ 85 (43,42)
近藤 明子 88 (42,46) 木村 佑子 85 (42,43)
松原 美奈子 88 (47,41) 岩本 一枝 91 (44,47)
柏 香織 79 (39,40) 福井 春子 89 (44,45)
本間 友里恵 88 (47,41) 小林 博子 94 (46,48)

9位 351 10位 351
高橋 恵美子 89 (45,44) 澤田 麻里 84 (40,44)
柳 まゆみ 89 (50,39) 渡部 悠里 87 (46,41)
清野 泉 81 (40,41) 渡部 裕子 88 (45,43)
関谷 敏子 92 (49,43) 齋藤 政子 92 (47,45)
井上 則子 97 (50,47) 布川 泰子 98 (51,47)

11位 354 12位 354
仲丸 きよ枝 75 (35,40) 近藤 愛子 98 (47,51)
岡元 雅子 93 (44,49) 高橋 英子 89 (45,44)
山田 たつ子 96 (49,47) 藤田 和子 86 (42,44)
印牧 桂子 97 (49,48) 石井 寿美代 84 (41,43)
大淵 美奈子 90 (45,45) 髙橋 マサミ 95 (48,47)

13位 355 14位 357
石川 房子 89 (47,42) 廣辺 千尋 87 (42,45)
松木 麻子 85 (42,43) 大嶺 洋子 91 (46,45)
鈴木 直子 89 (47,42) 滝沢 美津枝 93 (45,48)
和田 栄美子 92 (50,42) 西條 咲子 86 (43,43)
小形 雅子 92 (45,47) 下間 美香 100 (53,47)

15位 358 16位 363
横山 イツ子 87 (43,44) 弓納持 久子 96 (48,48)
小林 和子 85 (40,45) 小池 栄子 81 (40,41)
白川 加代子 89 (43,46) 小菅 園恵 86 (44,42)
中川 髙子 98 (48,50) 水科 裕子 100 (49,51)
中嶋 京子 97 (47,50) 冨田 優子 96 (48,48)
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越後

6月9日(金)

紫雲ゴルフ倶楽部　飯豊コース

新津カントリークラブ 柏崎カントリークラブ

笹神五頭ゴルフ倶楽部

日本海カントリークラブ 新発田城カントリー倶楽部

湯田上カントリークラブ ヨネックスカントリークラブ

紫雲ゴルフ倶楽部

十日町カントリークラブ 櫛形ゴルフ倶楽部

越後ゴルフ倶楽部 フォレストカントリー倶楽部

中条ゴルフ倶楽部 松ケ峯カントリー倶楽部

妙高カントリークラブ 米山水源カントリークラブ
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17位 371
相崎 博美 91 (49,42)
佐藤 寿子 93 (49,44)
滝沢 一子 92 (49,43)
髙頭 淳子 95 (46,49)
鈴木 靜子 96 (52,44)

長岡カントリー倶楽部


