
開催日： 参加倶楽部数： 22

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 4

  (5502yards  Par72)

ベストスコア賞： 小田倉 富士子 74

1位 316 2位 319
小田倉 富士子 74 (37,37) 室井 美喜恵 77 (37,40)
宇梶 敦子 84 (40,44) 沓掛 恵美子 84 (39,45)
秋山 ミイ 79 (37,42) 関谷 弘子 79 (38,41)
渡辺 悦子 79 (38,41) 齋藤 靖子 88 (43,45)
鈴木 陽子 89 (42,47) 藤田 リリアネ 79 (39,40)

3位 326 4位 328
小森 幸恵 80 (39,41) 井上 道子 80 (37,43)
久我 喜枝美 82 (37,45) 鈴木 美穂 81 (39,42)
飯塚 元子 83 (42,41) 高田 珠実 87 (43,44)
鯨井 京子 81 (38,43) 藤平 智子 85 (43,42)
工藤 光子 83 (41,42) 斉藤 仁美 82 (40,42)

5位 328 6位 329
鯉沼 良美 79 (38,41) 水沼 扶美子 85 (45,40)
広沢 みどり 81 (40,41) 半田 朋子 85 (42,43)
桑田 礼子 80 (38,42) 島田 祐美 75 (37,38)
中 麻里 88 (44,44) 牧内 和代 84 (40,44)
齊藤 和代 92 (44,48) 小林 光子 89 (45,44)

7位 329 8位 330
平野 いずみ 78 (42,36) 柏木 恭美 82 (40,42)
坂本 節子 83 (42,41) 田崎 有理 87 (43,44)
戸澤 周子 82 (42,40) 稲川 とし子 80 (39,41)
押田 佳美 86 (41,45) 千島 良重 81 (40,41)
朝倉 茂美 96 (49,47) 佐藤 祐子 100 (52,48)

9位 331 10位 333
髙橋 寿子 83 (41,42) 東 敦子 80 (41,39)
鈴木 美知子 81 (39,42) 髙橋 美津子 81 (39,42)
菓子田 智子 82 (39,43) 神鷹 佳子 82 (41,41)
今野 三千代 85 (42,43) 小川 いずみ 90 (45,45)
若菜 あき子 88 (44,44) 北島 理恵 92 (47,45)

11位 335 12位 338
猪野 明子 81 (40,41) 大川 紀子 93 (48,45)
荒井 和子 88 (40,48) 宮本 雅代 84 (42,42)
佐藤 光子 81 (41,40) 橋 節子 85 (42,43)
青木 君江 85 (43,42) 佐野 恵子 84 (40,44)
濱野 敦子 92 (44,48) 白石 としえ 85 (41,44)

13位 339 14位 339
山﨑 睦子 87 (44,43) 望月 和 82 (40,42)
安達 真弓 85 (43,42) 永井 千恵 88 (41,47)
原 慈子 86 (39,47) 鈴木 富士子 87 (40,47)
原口 麻子 83 (41,42) 仲田 純子 82 (39,43)
伊東 法子 85 (41,44) 塩山 節子 88 (43,45)

15位 341 16位 346
榎本 紀代美 87 (43,44) 高田 和江 88 (44,44)
古野 千恵子 83 (40,43) 石井 益子 84 (39,45)
伊藤 寿美代 84 (41,43) 小沼 まり 86 (41,45)
小山 紀子 87 (42,45) 石島 尚子 88 (44,44)
渡部 喜美子 90 (45,45) 薄井 孝子 88 (40,48)

平成29年度　関東女子倶楽部対抗栃木会場予選競技

芳賀

6月1日(木)

鹿沼72カントリークラブ　筑波コース

南摩城カントリークラブ サンレイクカントリークラブ

芳賀カントリークラブ

東松苑ゴルフ倶楽部 鹿沼72カントリークラブ

ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン あさひヶ丘カントリークラブ

那須カントリークラブ

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース サンヒルズカントリークラブ

宇都宮カンツリークラブ 那須ゴルフ倶楽部

皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 大平台カントリークラブ

皆川城カントリークラブ 塩原カントリークラブ



平成29年度　関東女子倶楽部対抗栃木会場予選競技

17位 346 18位 346
遠藤 房子 90 (45,45) 松本 智恵子 78 (38,40)
日比野 節子 84 (44,40) 江連 ツヤ子 89 (45,44)
霜田 香代子 87 (43,44) 平塚 冨美子 92 (45,47)
鳥谷部 典子 86 (43,43) 相馬 洋子 87 (43,44)
関 優子 89 (47,42) 高橋 朋子 93 (45,48)

19位 348 20位 357
河野 由美子 83 (41,42) 利根川 チネ子 81 (42,39)
植木 美智子 89 (43,46) 馬場 英花 89 (47,42)
我妻 礼子 85 (47,38) 飯田 勝美 97 (45,52)
森田 洋子 91 (46,45) 峰咲 和子 92 (46,46)
秋元 惠子 91 (47,44) 田野井 美子 95 (48,47)

21位 363 22位 370
八木 恵美子 95 (43,52) 鈴木 ミヨシ 92 (44,48)
上野 佳余子 87 (42,45) 高橋 永江 96 (50,46)
三浦 伸江 96 (46,50) 阿久津 礼子 89 (45,44)
森山 知以子 85 (42,43) 芝田 秀子 93 (45,48)
小宮 日奈子 106 (53,53) 篠永 和子 98 (50,48)

足利城ゴルフ倶楽部 那須小川ゴルフクラブ

アローエースゴルフクラブ 唐沢ゴルフ倶楽部

佐野ゴルフクラブ 烏山城カントリークラブ


