
開催日： 参加倶楽部数： 19

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 4

  (5890yards  Par72)

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 横川 亜希子 71

1位 319 2位 328
志賀 花子 83 (42,41) 佐藤 恵津子 88 (45,43)
落合 美詠子 77 (40,37) 横川 亜希子 71 (38,33)
有満 幸江 82 (42,40) 古澤 久絵 80 (40,40)
南里 紘子 89 (47,42) 石井 幸江 93 (49,44)
才津 智美 81 (44,37) 志賀 裕子 76 (40,36)
本宮 あゆみ 77 (37,40) 田中 真由美 90 (44,46)

3位 328 4位 329
市川 慶子 83 (42,41) 中村 孝美 87 (46,41)
沓澤 良子 73 (38,35) 塚原 いずみ 79 (43,36)
助川 たい子 81 (44,37) 宮本 春江 84 (45,39)
内田 美和子 91 (46,45) 耕田 千秋 79 (40,39)
北村 由希子 86 (48,38) 田中 千代子 94 (49,45)
小松崎 百合子 95 (51,44) 増田 安子 91 (42,49)

5位 329 6位 333
津谷 いと子 87 (45,42) 鈴木 和江 80 (46,34)
金 容花 83 (41,42) 澤畠 泰子 86 (47,39)
小山 幸子 79 (42,37) 石川 洋子 79 (40,39)
西山 聖子 82 (41,41) 柳井 ひろみ 88 (44,44)
荒井 愛子 87 (44,43) 吉井 董子 92 (47,45)
庄司 うめ子 85 (43,42) 両角 智英子 102 (52,50)

7位 340 8位 342
山本 ミツ子 90 (46,44) 武田 妙子 81 (42,39)
関山 瑞枝 86 (44,42) 横須賀 恵子 86 (43,43)
国岡 洋子 88 (44,44) 上野 加代子 85 (44,41)
鎌滝 悦子 83 (42,41) 布施 恵子 91 (47,44)
梅本 加代 92 (48,44) 佐藤 志め子 115 (60,55)
小林 清美 83 (47,36) 小池 清美 90 (45,45)

9位 342 10位 343
橋本 泰子 84 (44,40) 林 久美子 87 (46,41)
倉片 史 91 (47,44) 山下 幸代 88 (46,42)
青松 弘子 85 (44,41) 一倉 由香里 91 (49,42)
福原 伸子 87 (44,43) 山本 佳世子 81 (42,39)
海原 みよ子 104 (58,46) 朝野 三枝子 87 (45,42)
北浦 礼子 86 (44,42) 田中 瑞穂 100 (55,45)

11位 344 12位 345
亀田 伊眞子 81 (40,41) 金田 康子 85 (44,41)
石崎 邦子 88 (47,41) 入江 美幸 87 (46,41)
鈴木 壽子 89 (47,42) 島田 豊子 89 (48,41)
長嶺 光子 89 (48,41) 百地 弘美 96 (53,43)
矢萩 えり子 86 (44,42) 飯嶋 裕子 88 (47,41)
鄭 春子 94 (49,45) 野尻 ゆかり 84 (44,40)

13位 350 14位 351
関根 美恵子 89 (47,42) 増田 京子 77 (39,38)
志田 佐和子 86 (42,44) 進藤 美恵子 86 (44,42)
塩幡 厚子 90 (49,41) 梅田 美江子 92 (47,45)
岡本 はる江 87 (44,43) 田村 千代子 99 (54,45)
粉川 まさ子 失格 弘中 千代子 96 (50,46)
千尋 良子 88 (48,40) 内田 千野 100 (50,50)

15位 352 16位 355
遠藤 ゆき子 88 (42,46) 海野 美和子 94 (48,46)
染谷 みえ子 105 (53,52) 田中 明美 85 (42,43)
山本 節子 82 (39,43) 大矢 邦子 90 (45,45)
花木 栄子 105 (55,50) 石田 まさ子 101 (50,51)
伊勢澤 秀子 91 (48,43) 渡会 愛子 93 (51,42)
諸我 洋子 91 (50,41) 西島 典子 87 (43,44)

平成22年6月8日(火)

日立ゴルフクラブ

平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～茨城ブロック予選競技

扶桑カントリー倶楽部

扶桑

新水戸カントリークラブ 水戸グリーンカントリークラブ

ニッソーカントリークラブ

日立ゴルフクラブ サニーフィールドゴルフ倶楽部

江戸崎カントリー倶楽部 桜ゴルフ倶楽部

カントリークラブ・ザ・レイクス 大利根カントリークラブ

水戸・ゴルフ・クラブ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ

富士カントリー笠間倶楽部 筑波カントリークラブ

玉造ゴルフ倶楽部 霞台カントリークラブ



平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～茨城ブロック予選競技

17位 358 18位 361
與語 敬子 88 (47,41) 阿部 好美 90 (48,42)
岩見 恵美子 90 (44,46) 中村 聖子 83 (43,40)
及川 早苗 94 (46,48) 板木 裕子 84 (44,40)
鈴木 聡子 96 (50,46) 井ノ川 恵美子 110 (57,53)
長谷川 知津子 109 (59,50) 佐々木 順子 80 (42,38)
樋口 美代子 86 (41,45) 佐々木 理恵 81 (42,39)

19位 365
関 敏子 91 (48,43)
栗原 智子 94 (44,50)
福嶋 恵津子 91 (45,46)
中川 幸江 89 (46,43)
秋山 美津恵 98 (52,46)
植田 啓子 96 (51,45)

阿見ゴルフクラブ ノースショアカントリークラブ

取手国際ゴルフクラブ


