
開催日： 参加倶楽部数： 19

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 3

  (5597yards  Par72)

ベストスコア賞： 久保田 玲 69

1位 299 2位 306
今関 よしみ 73 (39,34) 黒木 蘭 75 (37,38)
久保田 玲 69 (34,35) 澤井 綾子 74 (37,37)
佐藤 恵子 81 (40,41) 内山 汐里 76 (38,38)
門田 和枝 80 (41,39) 池田 成美 81 (40,41)
横山 淳子 86 (41,45) 工藤 桂子 84 (41,43)
新保 美樹 76 (38,38) 樋口 節子 89 (43,46)

3位 312 4位 315
末石 泰子 72 (34,38) 林 恵子 77 (37,40)
内海 玲子 81 (38,43) 柳田 美紀 80 (41,39)
名和 瑞穂 75 (39,36) 藤原 聡子 80 (41,39)
岩本 朋美 87 (44,43) 徳山 由季 78 (39,39)
菅谷 直子 87 (45,42) 小泉 恵子 83 (38,45)
畔田 浩子 84 (40,44) 海老根 君代 86 (43,43)

5位 317 6位 323
君塚 桂子 74 (35,39) 小川 美恵子 80 (38,42)
佐々木 順子 80 (39,41) 田中 真弓 77 (40,37)
中村 薫 83 (37,46) 鏑木 友子 78 (40,38)
新井 徳子 80 (38,42) 新井 麻衣子 88 (42,46)
磯村 さおり 91 (44,47) 中山 康子 89 (41,48)
堤 幸子 92 (45,47) 船越 菜美 92 (48,44)

7位 324 8位 327
鈴木 良子 87 (41,46) 松尾 智恵 77 (38,39)
勝 美枝子 76 (39,37) 平川 朱美 84 (43,41)
西野 萌々 75 (40,35) 川口 智美 85 (44,41)
矢﨑 利子 94 (48,46) 西 明美 85 (43,42)
菅野 恭子 94 (50,44) 中村 昭子 82 (43,39)
伊丹 美重子 86 (44,42) 土屋 ますみ 84 (40,44)

9位 327 10位 331
大塚 けい子 82 (40,42) 中村 和子 81 (40,41)
髙坂 信子 85 (40,45) 野村 明代 83 (40,43)
金澤 純子 79 (39,40) 石塚 靖子 81 (40,41)
冨本 真由美 86 (42,44) 薄井 慎子 86 (43,43)
坪田 正子 81 (42,39) 楠見 孝子 90 (45,45)
森 清香 88 (41,47) 植松 ちどり 97 (52,45)

11位 332 12位 334
池本 直美 82 (41,41) 渡邊 初節 80 (39,41)
天羽 里花 79 (42,37) 宮本 芳美 83 (41,42)
髙橋 かおる 87 (45,42) 松本 早苗 84 (41,43)
仲田 貴志美 84 (42,42) 岡田 和江 87 (47,40)
石川 由美 96 (47,49) 古市 福栄 90 (44,46)
水間 路子 91 (48,43) 井沢 美幸 99 (54,45)

13位 335 14位 335
山元 珠美 86 (41,45) 山口 真美子 90 (41,49)
香取 敦子 79 (41,38) 藤木 由紀 82 (43,39)
金子 留美 85 (40,45) 上原 久美 87 (42,45)
中村 智恵子 89 (46,43) 川田 泉 82 (39,43)
東海林 優子 85 (41,44) 大川 弘子 84 (40,44)
塩崎 邦子 90 (39,51) 猪原 恭子 95 (46,49)

15位 340 16位 340
半田 肖子 86 (40,46) 笹部 行子 85 (42,43)
福島 弘子 90 (46,44) 笹生 重子 81 (41,40)
濱口 啓子 81 (37,44) 稲垣 暁子 90 (46,44)
谷口 雅子 86 (43,43) 高橋 美代子 84 (42,42)
陳 公美 87 (41,46) 藤本 幸子 90 (43,47)
三橋 真弓 97 (49,48) 江藤 薫 107 (56,51)

17位 343 18位 348
檜垣 昭子 88 (45,43) 大里 マユミ 84 (39,45)
山中 通子 81 (41,40) 金子 まり 86 (44,42)
加賀見 敦子 96 (44,52) 中井 千乃 86 (41,45)
生木 優子 89 (40,49) 佐久間 洋子 92 (43,49)
山本 みどり 85 (42,43) 川嶋 祐子 97 (48,49)
檜垣 美子 90 (41,49) 蜂谷 さとみ 92 (43,49)

19位 361
今井 啓子 81 (41,40)
中崎 恵子 95 (48,47)
北原 アヤ子 91 (47,44)
鈴木 美穂 98 (49,49)
大河 静江 94 (47,47)
安永 妙子 100 (51,49)

中山カントリークラブ 浜野ゴルフクラブ

ブリック＆ウッドクラブ 大栄カントリー倶楽部

白鳳カントリー倶楽部

千葉国際カントリークラブ 我孫子ゴルフ倶楽部

本千葉カントリークラブ クリアビューゴルフクラブ＆ホテル

佐原カントリークラブ 鎌ヶ谷カントリークラブ

館山カントリークラブ 平川カントリークラブ

新千葉カントリー倶楽部

八幡カントリークラブ 成田東カントリークラブ

千葉夷隅ゴルフクラブ 総武カントリークラブ

東千葉カントリークラブ

平成30年関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

新千葉

5月28日(月)

鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース


