
開催日： 参加倶楽部数： 11

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5664yards  Par72)

ベストスコア賞： 平林 治子 72

1位 325 2位 326
田村 和代 82 (42,40) 林 香里 78 (38,40)
小嶋 桃子 77 (38,39) 小林 晴美 79 (42,37)
真田 佳代子 95 (52,43) 井川 真理子 83 (41,42)
河西 裕子 84 (45,39) 梅本 直子 86 (43,43)
津堅 典子 82 (41,41) 室井 五月 91 (45,46)
増田 佳子 99 (50,49) 山本 直子 91 (44,47)

3位 332 4位 336
安藤 智美 82 (40,42) 仁科 理恵 80 (37,43)
石井 一恵 80 (39,41) 石渡 陽子 83 (40,43)
西村 道江 88 (46,42) 佐々木 輝子 91 (47,44)
野々村 和子 82 (42,40) 杉﨑 加代子 86 (43,43)
堀越 裕利江 88 (43,45) 榎本 榮 87 (41,46)
森本 やす子 93 (49,44) 糠信 愛子 89 (42,47)

5位 336 6位 336
阿藤 敬子 91 (47,44) 小林 敬子 80 (40,40)
平林 治子 72 (36,36) 秋山 多香音 86 (44,42)
奈良 正江 87 (45,42) 秋山 和子 81 (40,41)
程原 洋子 90 (48,42) 堀内 美保 91 (42,49)
松澤 美智子 91 (44,47) 承山 明子 93 (50,43)
原田 英世 87 (44,43) 五味 富貴子 89 (46,43)

7位 341 8位 347
市川 智子 90 (46,44) 佐藤 博子 94 (49,45)
河野 紀子 88 (45,43) 上條 ゆかり 87 (42,45)
龍澤 めぐみ 88 (46,42) 志村 節子 91 (48,43)
新津 成美 79 (40,39) 佐藤 佳江 91 (46,45)
高池 愛弓 116 (58,58) 木田 枝理子 90 (45,45)
森川 綾子 86 (42,44) 太田 依布子 79 (41,38)

9位 359 10位 361
金山 美花 94 (46,48) 斉藤 恵美 90 (40,50)
内藤 恵美 85 (42,43) 橘 正子 93 (48,45)
新津 澄子 90 (48,42) 星野 雅子 94 (48,46)
長嶺 千代 95 (51,44) 大久保 こと枝 86 (45,41)
松田 かほる 90 (46,44) 古屋 美智子 92 (47,45)
四関 敏子 100 (51,49) 伏見 葉子 95 (47,48)

11位 361
近藤 佐絵 85 (44,41)
丸茂 富美子 99 (50,49)
志村 弓恵 106 (57,49)
相原 ちなみ 84 (44,40)
渡辺 実和子 97 (48,49)
雨宮 はる江 95 (44,51)

平成30年関東女子倶楽部対抗山梨会場予選競技

都留

6月5日(火)

都ゴルフ倶楽部

ヴィンテージゴルフ倶楽部 秋山カントリークラブ

オリムピックカントリークラブ

都留カントリー倶楽部 甲斐駒カントリークラブ

メイプルポイントゴルフクラブ 都ゴルフ倶楽部

河口湖カントリークラブ

北の杜カントリー倶楽部 春日居ゴルフ倶楽部

甲府国際カントリークラブ


