
開催日： 参加倶楽部数： 12

開催倶楽部：

  (5830yards  Par72) 決勝進出倶楽部数：3

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 山田 綾子 77

1位 319 2位 321
金根 道子 79 (40,39) 東本 利江 78 (38,40)

懸川 恵子 79 (39,40) 山田 綾子 77 (38,39)

柳澤 信子 82 (42,40) 小松 弘子 88 (44,44)

安藤 木綿子 79 (35,44) 宮下 千秋 82 (40,42)

原田 茂子 86 (41,45) 向井 三千子 84 (42,42)

手塚 さおり 87 (42,45) 橋倉 美砂子 87 (45,42)

3位 321 4位 330
丸山 みち子 79 (43,36) 長門 明子 82 (41,41)

江本 洋子 84 (41,43) 宮島 ひろ子 83 (41,42)

小川原 秋 79 (39,40) 中村 節子 80 (41,39)

小林 ゆたか 82 (41,41) 丸山 はる代 90 (45,45)

笹岡 美保子 81 (40,41) 松野 美保子 85 (42,43)

上條 滋子 85 (43,42) 嶋田 万里子 85 (42,43)

5位 339 6位 340
矢﨑 みな子 84 (42,42) 笠原 敦子 92 (45,47)

西田 安江 86 (44,42) 松澤 みわ子 92 (43,49)

竹村 世利翔 79 (39,40) 上條 恵美 87 (44,43)

下田 美雪 90 (44,46) 西村 けさみ 78 (39,39)

小林 朝子 92 (46,46) 金谷 美恵子 88 (44,44)

小寺 泰子 93 (49,44) 築田 育栄 87 (42,45)

7位 340 8位 346
久保 綾子 86 (44,42) 大野 まつ美 85 (42,43)

石田 範子 84 (41,43) 萩村 み惠 82 (42,40)

土屋 紀代美 80 (38,42) 伊澤 京子 92 (47,45)

濱田 純子 棄権 赤羽 千代子 88 (44,44)

百瀬 静江 104 (52,52) 犬飼 久美子 93 (43,50)

松澤 惠子 90 (43,47) 星野 郁子 91 (44,47)

9位 351 10位 352
江本 和子 86 (43,43) 山下 かつみ 81 (41,40)

中沢 喜代子 92 (47,45) 遠藤 あづさ 88 (45,43)

太田 たづ子 86 (41,45) 林 加寿子 91 (44,47)

松井 久美子 失格 藤田 八千代 92 (45,47)

中澤 さつき 89 (43,46) 土橋 知子 97 (47,50)

藤川 智江 90 (45,45) 横内 悦子 92 (43,49)

11位 366 12位 367
高山 文子 99 (48,51) 倉科 鈴恵 85 (43,42)

西沢 かおる 98 (46,52) 鈴木 昭子 82 (40,42)

工藤 数子 91 (49,42) 石川 伸子 106 (54,52)

大口 初子 96 (47,49) 石丸 晴世 103 (49,54)

川上 富美子 87 (42,45) 石田 八重子 99 (47,52)

水谷 幸子 92 (47,45) 倉田 須美子 101 (49,52)

平成24年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～長野ブロック予選競技

松本浅間

6月15日(金)

諏訪湖カントリークラブ

南長野ゴルフ倶楽部 松本カントリークラブ

上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部

諏訪湖カントリークラブ 塩嶺カントリークラブ

穂高カントリークラブ 長野カントリークラブ

松本浅間カントリークラブ

あづみ野カントリークラブ 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部

豊科カントリー倶楽部 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部


