
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5631yards  Par72)

ベストスコア賞： 落合 美詠子 71

1位 318 2位 324
石川 洋子 75 (38,37) 山﨑 章子 91 (45,46)

奥山 ゆかり 74 (37,37) 澤邊 真由美 76 (36,40)

椎野 厚子 83 (42,41) 坂本 久乃 75 (36,39)

糸川 明子 94 (44,50) 福田 治代 84 (41,43)

柳井 ひろみ 86 (44,42) 早乙女 たみ子 89 (44,45)

志賀 恵美子 88 (46,42) 井上 里江 87 (43,44)

3位 324 4位 326
上野 千津美 79 (41,38) 落合 美詠子 71 (37,34)

岡安 睦美 73 (35,38) 才津 智美 80 (39,41)

西島 典子 86 (41,45) 有満 幸江 86 (46,40)

安田 紀美子 86 (44,42) 﨑山 瑠美子 90 (43,47)

大川 ひとみ 91 (43,48) 福岡 美幸 89 (46,43)

桐原 朗 90 (47,43) 南里 紘子 欠場

5位 329 6位 330
増田 京子 81 (40,41) 山瀬 美和子 85 (45,40)

岡田 美智子 89 (47,42) 塚原 園美 79 (41,38)

石崎 朝子 78 (39,39) 原 美緒 79 (40,39)

水澤 真澄 85 (39,46) 齋木 賀津子 87 (44,43)

藤森 いずみ 85 (43,42) 登坂 和歌子 81 (41,40)

石田 常子 87 (44,43) 中山 かほる 88 (46,42)

7位 330 8位 334
山口 由布子 85 (41,44) 横須賀 恵子 78 (40,38)

木村 郁美 74 (36,38) 落合 敦子 83 (43,40)

久保田 悦子 84 (43,41) 伊勢澤 秀子 89 (46,43)

阿部 幸子 93 (48,45) 真栄城 泉 86 (42,44)

平田 みつ子 87 (48,39) 諸我 洋子 87 (43,44)

朴 美玉 90 (45,45) 藤森 みどり 94 (48,46)

9位 339 10位 339
高安 裕子 93 (45,48) 小澤 貞子 93 (46,47)

平林 幸子 84 (41,43) 木村 真紀 87 (44,43)

那須川 まり子 86 (45,41) 見津 佳子 81 (41,40)

松丸 利子 85 (41,44) 馬場 由紀子 88 (45,43)

宇佐美 彩 85 (45,40) 濱松 由佳 83 (43,40)

飯塚 暁美 85 (43,42) 後藤 祥子 88 (45,43)

11位 341 12位 343
樋口 美代子 80 (39,41) 皆川 智子 79 (42,37)

鈴木 聡子 85 (44,41) 津谷 いと子 87 (44,43)

我妻 いづみ 93 (49,44) 堀井 由美子 87 (42,45)

工藤 寿江 95 (48,47) 金 容花 90 (48,42)

岡田 淳子 83 (41,42) 安藤 博子 93 (45,48)

一瀬 幸子 94 (46,48) 西山 聖子 98 (51,47)

13位 344 14位 346
久保田 信子 81 (43,38) 柿沼 美佐子 84 (41,43)

延命 好子 86 (45,41) 上田 章子 85 (45,40)

和田 祐子 90 (45,45) 飯田 薫 85 (45,40)

粕谷 智江 87 (44,43) 弓野 美恵 93 (44,49)

石澤 禧漢 94 (46,48) 萩原 初江 92 (48,44)

木川 裕子 101 (53,48) 白井 由美 93 (48,45)

15位 352 16位 356
飯塚 幸代 81 (42,39) 吉田 泉 97 (50,47)

高橋 かの子 94 (49,45) 鈴木 真由子 91 (44,47)

坂入 れい子 94 (44,50) 小髙 友美 82 (40,42)

根本 和子 86 (47,39) 田村 智子 89 (44,45)

武田 美登里 91 (46,45) 川又 文子 94 (50,44)

布施 恵子 99 (49,50) 富塚 友美 95 (48,47)
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ニッソー

5月25日(火)

JGMやさと石岡ゴルフクラブ

水戸レイクスカントリークラブ 玉造ゴルフ倶楽部

ゴルフ5カントリーサニーフィールド

筑波カントリークラブ カントリークラブ・ザ・レイクス

霞台カントリークラブ ニッソーカントリークラブ

富士カントリー笠間倶楽部

金砂郷カントリークラブ JGMやさと石岡ゴルフクラブ

阿見ゴルフクラブ 日立ゴルフクラブ

美浦ゴルフ倶楽部 アスレチックガーデンゴルフ倶楽部

水戸グリーンカントリークラブ山方コース サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部
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17位 357
本田 伊佐子 90 (44,46)

大野 久江 89 (47,42)

清水 米子 88 (45,43)

関 敏子 90 (47,43)

金島 政江 92 (49,43)

並木 須美子 95 (46,49)

取手国際ゴルフクラブ


