
開催日： 参加倶楽部数： 24

開催倶楽部：

  (6094yards  Par72) 決勝進出倶楽部数：5

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 渡辺 恵子 76

1位 343 2位 344
渡辺 恵子 76 (40,36) 小笠原 恵美子 88 (47,41)

鴨井 幸子 100 (52,48) 原口 莉絵子 89 (48,41)

浜垣 由香 87 (41,46) 福田 淳子 83 (40,43)

久保 玲子 88 (42,46) 佐々木 紫 85 (41,44)

平川 桂子 92 (48,44) 真田 明美 88 (46,42)

3位 346 4位 346
染野 さち子 83 (40,43) 矢嶋 智都子 85 (42,43)

内村 典子 94 (48,46) 浅川 洋子 85 (44,41)

横山 初枝 85 (41,44) 鈴木 輝子 88 (43,45)

菊池 文子 88 (43,45) 小山 ひろみ 88 (43,45)

杉本 麻紀 90 (46,44) 小川 みどり 103 (49,54)

5位 347 6位 351
小峰 利恵 90 (48,42) 松本 京子 77 (39,38)

柴本 尚美 87 (44,43) 原島 智恵子 85 (45,40)

小山 純子 81 (39,42) 石川 久子 98 (51,47)

大井 圭子 89 (46,43) 丸山 久美子 94 (47,47)

内藤 洋子 97 (48,49) 細村 英子 95 (48,47)

7位 351 8位 352
橋本 智代 86 (45,41) 菱沼 みどり 89 (44,45)

和田 朋子 90 (44,46) 中井 俊子 91 (45,46)

小玉 陽子 89 (43,46) 武田 悦子 85 (40,45)

出雲 映子 87 (43,44) 近藤 征江 90 (46,44)

鈴木 春美 89 (45,44) 田中 恵美子 88 (47,41)

9位 353 10位 354
森山 明子 81 (40,41) 鈴木 ちえ子 86 (43,43)

秋元 喜美代 93 (43,50) 小川 志緒 86 (44,42)

照井 久美 89 (47,42) 髙木 孝子 88 (46,42)

下条 房子 90 (44,46) 広田 綾子 94 (47,47)

楠澤 敏枝 93 (46,47) 原田 令子 98 (53,45)

11位 355 12位 364
柴田 章江 89 (43,46) 坂口 陽代 94 (47,47)

濱野 道子 93 (46,47) 川上 環 91 (46,45)

横山 亜弥子 83 (43,40) 野田 啓子 87 (42,45)

猪野 智子 98 (50,48) 松本 夕起子 95 (48,47)

相田 ひろみ 90 (45,45) 長屋 登志子 92 (48,44)

13位 370 14位 370
堀江 美奈子 86 (45,41) 吉田 ケイ子 89 (45,44)

鈴木 治美 100 (51,49) 松本 啓子 91 (44,47)

泊 美津枝 93 (47,46) 永瀬 美代子 96 (49,47)

志柿 千寿 93 (49,44) 西川 啓子 98 (48,50)

芳賀 京子 98 (50,48) 佐野 誠子 94 (50,44)

15位 376 16位 376
金田 美智子 97 (50,47) 中部 克子 96 (47,49)

三輪 栄子 100 (50,50) 長瀬 万寿 86 (43,43)

長沢 良江 95 (49,46) 岩波 敏子 102 (49,53)

荒木 アイ子 101 (51,50) 斉田 友紀子 100 (50,50)

来住野 朱美 84 (45,39) 竹中 禮子 94 (48,46)

さいたま梨花カントリークラブ 東京ゴルフ倶楽部

石坂ゴルフ倶楽部 川越カントリークラブ

浦和ゴルフ倶楽部 ユニオンエースゴルフクラブ

入間カントリークラブ 武蔵カントリークラブ

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 嵐山カントリークラブ

高根カントリー倶楽部

日高カントリークラブ 鳩山カントリークラブ

岡部チサンカントリークラブ 霞ヶ関カンツリー倶楽部

彩の森カントリークラブ

平成24年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～埼玉ブロック予選競技

高根

6月11日(月)

日高カントリークラブ　東・西コース



平成24年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～埼玉ブロック予選競技

17位 377 18位 379
益子 美佐子 89 (46,43) 松﨑 佐知子 92 (46,46)

横山 香保里 96 (47,49) 小林 真理子 101 (53,48)

坂本 ゆみ 102 (54,48) 大東 恵美子 91 (43,48)

荒木 和江 96 (51,45) 平木 温子 100 (47,53)

山形 南 96 (48,48) 尾川 佳子 96 (50,46)

19位 379 20位 382
長尾 裕子 95 (48,47) 金子 浩美 96 (49,47)

西山 桂子 94 (48,46) 野村 麻季 86 (44,42)

池村 晴江 98 (46,52) 田中 径子 101 (50,51)

奥平 麻紀 93 (46,47) 田中 都子 99 (48,51)

笹原 久美子 97 (49,48) 西原 喜美子 104 (50,54)

21位 388 22位 391
船橋 芳子 97 (48,49) 渡辺 トミエ 97 (48,49)

河野 裕美 86 (45,41) 平澤 美二子 96 (49,47)

渡辺 眞理子 102 (54,48) 佐藤 智美 94 (47,47)

山崎 喜久江 118 (55,63) 西山 恵子 108 (51,57)

錦織 景子 103 (54,49) 伊藤 千代子 104 (54,50)

23位 401 24位 402
竹ノ谷 和子 108 (55,53) 木村 春子 90 (46,44)

杉山 ひろ子 98 (49,49) 椎名 薫 99 (52,47)

山中 千理 94 (48,46) 櫻井 深雪 126 (65,61)

橋本 宏子 103 (53,50) 初見 善子 113 (55,58)

光國 真理子 106 (53,53) 乗越 薫 100 (49,51)

越生ゴルフクラブ 埼玉国際ゴルフ倶楽部

武蔵松山カントリークラブ 小川カントリークラブ

高坂カントリークラブ 東松山カントリークラブ

狭山ゴルフ・クラブ 飯能ゴルフクラブ


