
開催日： 参加倶楽部数： 12

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5896yards  Par72)

ベストスコア賞： 小川原 秋 77

1位 329 2位 336
小林 ゆたか 87 (45,42) 伊沢 洋子 86 (43,43)
海老澤 智恵 97 (45,52) 高田 真希 79 (41,38)
笹岡 美保子 84 (41,43) 小林 恵 82 (43,39)
西原 貴美 81 (40,41) 山下 かつみ 89 (44,45)
森谷 聡子 86 (44,42) 泉谷 寛子 82 (40,42)
小川原 秋 77 (40,37) 遠藤 あづさ 90 (46,44)

3位 336 4位 349
柳澤 信子 87 (43,44) 森山 亮子 90 (43,47)
竹節 嘉恵 82 (42,40) 河合 香恭 84 (44,40)
別府 砂織 80 (39,41) 髙橋 奈保美 83 (41,42)
原田 茂子 92 (44,48) 下田 美雪 92 (44,48)
金根 道子 87 (41,46) 矢﨑 みな子 96 (49,47)
懸川 恵子 89 (45,44) 峯山 理絵 90 (41,49)

5位 350 6位 358
長門 明子 82 (42,40) 深澤 惠子 86 (39,47)
宮島 ひろ子 93 (45,48) 古見 美帆 92 (48,44)
宮入 里和 93 (40,53) 杉田 直美 88 (43,45)
嶋田 万里子 85 (39,46) 奥原 しげ子 92 (46,46)
中村 節子 102 (50,52) 内山 志乃 96 (47,49)
丸山 はる代 90 (42,48) 片山 恵里 94 (49,45)

7位 362 8位 362
塚田 澄子 98 (47,51) 東本 利江 97 (46,51)
遠山 佳代 96 (46,50) 宮下 千秋 92 (44,48)
久保 綾子 81 (39,42) 塩原 綾子 88 (42,46)
新井 美和子 95 (46,49) 橋倉 美砂子 88 (44,44)
藤城 純世 90 (41,49) 向井 三千子 94 (47,47)
宮下 彩乃 97 (47,50) 兒玉 奈緒子 100 (48,52)

9位 365 10位 368
篠﨑 タミ子 87 (44,43) 上條 恵美 92 (44,48)
石川 伸子 97 (47,50) 築田 育栄 96 (47,49)
鈴木 昭子 88 (44,44) 上嶋 由美子 94 (46,48)
中井 和恵 106 (51,55) 宮島 あゆみ 90 (44,46)
角田 要子 93 (46,47) 松澤 みわ子 99 (44,55)
浜 裕子 98 (48,50) 金谷 美恵子 92 (48,44)

11位 379 12位 389
石田 範子 83 (41,42) 工藤 数子 89 (44,45)
矢島 美紀 94 (47,47) 下澤 美幸 105 (51,54)
土屋 紀代美 欠場 水谷 幸子 98 (48,50)
夏目 紀子 98 (45,53) 小寺 泰子 101 (50,51)
西原 茂美 104 (51,53) 西澤 かおる 101 (47,54)
國枝 玲子 104 (52,52) 高山 文子 101 (45,56)
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