
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 4

  (5941yards  Par73)

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 金子 弥生 76

加藤 理刈 76

1位 325 2位 336
栗原 美佐枝 77 (39,38) 松川 和世 92 (45,47)
佐藤 彩香 83 (43,40) 田谷 千秋 78 (39,39)
宮﨑 優子 80 (43,37) 川島 みゑ子 90 (44,46)
山崎 千鶴子 85 (43,42) 加藤 理刈 76 (39,37)

3位 341 4位 341
石井 恵子 85 (42,43) 大澤 喜代江 90 (44,46)
落合 麻紀 78 (39,39) 鈴木 恵子 89 (45,44)
中原 頼子 91 (47,44) 吉田 眞理 81 (42,39)
熊澤 勢以子 87 (45,42) 梨本 玲子 81 (42,39)

5位 342 6位 347
市川 悦子 85 (42,43) 今村 房子 79 (42,37)
楠美 さおり 85 (44,41) 四竃 恵美子 92 (50,42)
斉藤 孝子 86 (46,40) 古木 裕子 90 (46,44)
西村 治美 86 (44,42) 島崎 吉枝 86 (42,44)

7位 348 8位 351
金子 弥生 76 (39,37) 岡橋 早里 82 (40,42)
横山 サダ子 89 (45,44) 亀谷 晶子 95 (47,48)
澁谷 明美 94 (47,47) 菰下 淑子 90 (48,42)
日柄 祐恵 89 (44,45) 渡辺 良子 84 (43,41)

9位 351 10位 355
原木 一二三 91 (49,42) 石井 洋子 91 (45,46)
森貞 アキ子 89 (47,42) 入江 佳子 85 (39,46)
荒木 幸恵 82 (42,40) 岩田 淳子 90 (45,45)
橋本 志保 89 (43,46) 島路 五百子 89 (45,44)

11位 358 12位 359
藤田 陽子 86 (42,44) 佐久間 祐子 88 (44,44)
片倉 千穂子 90 (46,44) 川口 文郁恵 89 (44,45)
阿部 栄子 89 (46,43) 松下 寿々子 93 (45,48)
小林 好子 93 (50,43) 星野  妙子 89 (44,45)

13位 363 14位 368
大崎 久美子 92 (47,45) 本田 芙佐子 91 (45,46)
小倉 幸子 93 (51,42) 人見 洋子 91 (46,45)
橋本 良子 87 (44,43) 平井 里子 96 (52,44)
梶本 美津子 91 (46,45) 松田 淑子 90 (49,41)

15位 371 16位 379
梅原 三つる 95 (47,48) 原 和子 90 (47,43)
中村 龍子 97 (49,48) 為近 有為子 90 (48,42)
榊原 まり子 90 (47,43) 山本 祥子 98 (48,50)
岡田 栄子 89 (47,42) 大貫 和子 101 (53,48)

17位 394
三ツ井 京子 94 (46,48)
飯塚 タツ子 99 (51,48)
岩城 百江 101 (49,52)
片山 裕美 100 (51,49)

平成22年6月7日(月)

相模カンツリー倶楽部

平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～神奈川ブロック予選競技

平塚富士見カントリークラブ

相模原

平塚富士見

相模原ゴルフクラブ 相模カンツリー倶楽部

小田原ゴルフ倶楽部松田コース

東名厚木カントリー倶楽部 葉山国際カンツリー倶楽部

箱根カントリー倶楽部 大相模カントリークラブ

大厚木カントリークラブ 横浜カントリークラブ

相模野カントリー倶楽部 秦野カントリークラブ

湘南シーサイドカントリー倶楽部 鎌倉カントリークラブ

清川カントリークラブ 中津川カントリークラブ

芙蓉カントリー倶楽部


