
開催日： 参加倶楽部数： 16

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 4

  (5767yards  Par72)

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 柏 香織 77

1位 330 2位 330
清水 修子 84 (42,42) 中山 敬子 84 (43,41)
高井 文子 83 (43,40) 西野 美千代 81 (44,37)
徳島 妙子 81 (42,39) 渡部 修子 92 (43,49)
仁木 知子 82 (38,44) 戸枝 亜紀子 83 (41,42)
石井 久美子 90 (47,43) 藤枝 智香子 82 (39,43)

3位 342 4位 348
山本 睦子 92 (49,43) 佐藤 サダ子 84 (44,40)
柏 香織 77 (40,37) 原野 和子 107 (55,52)
鈴木 千鶴 80 (40,40) 高橋 英子 90 (46,44)
銅冶 なをみ 93 (44,49) 藤田 和子 87 (43,44)
松原 美奈子 93 (49,44) 松木 麻子 87 (45,42)

5位 349 6位 351
柿崎 重子 87 (45,42) 田村 幸子 78 (41,37)
関谷 敏子 89 (46,43) 寺島 浩子 86 (41,45)
高橋 恵美子 87 (43,44) 藤崎 景子 88 (43,45)
井上 則子 100 (51,49) 佐々木 サチ子 99 (48,51)
立壁 民子 86 (45,41) 梨本 祐子 97 (50,47)

7位 359 8位 365
稲田 澄子 90 (46,44) 横山 イツ子 91 (51,40)
伊藤 美砂子 80 (43,37) 岡 久仁子 102 (52,50)
五十嵐 真里子 87 (43,44) 小林 礼子 99 (52,47)
渡辺 まつ子 102 (54,48) 白川 加代子 89 (46,43)
川端 キク江 93 (48,45) 小林 和子 86 (43,43)

9位 366 10位 374
廣辺 千尋 87 (48,39) 大谷 マサ子 96 (48,48)
西澤 真由美 80 (41,39) 水科 裕子 87 (42,45)
平原 千枝子 107 (57,50) 北條 園恵 93 (44,49)
滝沢 美津枝 101 (49,52) 高木 佳代 98 (46,52)
佐藤 淑子 98 (49,49) 木村 あゆみ 101 (50,51)

11位 377 12位 377
本田 志壽子 101 (53,48) 仲丸 きよ枝 89 (46,43)
時田 美和 81 (42,39) 玉田 美恵子 94 (43,51)
布川 泰子 112 (53,59) 印牧 桂子 95 (46,49)
中山 慶子 83 (42,41) 岡部 寿美子 99 (51,48)
加藤 美奈子 95 (49,46) 井上 尋世 114 (54,60)

13位 380 14位 381
船岡 芳枝 92 (44,48) 高野 律子 98 (49,49)
小林 博子 92 (47,45) 近藤 明子 90 (46,44)
福井 春子 97 (51,46) 河内 千代子 94 (46,48)
長原 文代 99 (49,50) 近藤 浩子 99 (50,49)
小林 郷子 99 (52,47) 市村 昌子 欠場

15位 394 16位 401
茨木 セキ子 95 (51,44) 吉田 恭子 93 (48,45)
三寺 文子 103 (55,48) 白鳥 ゆかり 92 (48,44)
吉澤 久子 96 (46,50) 渡部 早苗 100 (54,46)
桐生 公子 101 (51,50) 南須原 木美子 116 (60,56)
金沢 和子 102 (47,55) 前澤 エミ 109 (46,63)

柏崎カントリークラブ 大新潟カントリークラブ三条コース

長岡カントリー倶楽部 石地シーサイドカントリークラブ

松ケ峯カントリー倶楽部 米山水源カントリークラブ

日本海カントリークラブ 越後ゴルフ倶楽部

湯田上カントリークラブ 妙高カントリークラブ

十日町カントリークラブ 紫雲ゴルフ倶楽部

新津カントリークラブ フォレストカントリー倶楽部

平成22年6月10日(木)

新津カントリークラブ

平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～新潟ブロック予選競技

笹神五頭ゴルフ倶楽部

新津

新発田城カントリー倶楽部


