
開催日： 参加倶楽部数： 19

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 4

  (5827yards  Par72)

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 矢嶋 里菜 69

1位 324 2位 329
浅川 洋子 86 (41,45) 森山 明子 81 (39,42)
矢嶋 里菜 69 (33,36) 秋元 喜美代 80 (41,39)
浅川 弘子 84 (43,41) 照井 久美 84 (41,43)
矢嶋 智都子 85 (40,45) 楠澤 敏枝 84 (40,44)
鈴木 輝子 88 (45,43) 吉田 みどり 86 (43,43)

3位 331 4位 336
渡辺 恵子 78 (40,38) 阿部 三枝子 88 (45,43)
加藤 仁美 79 (39,40) 松本 京子 78 (39,39)
久保 玲子 89 (45,44) 原島 智恵子 79 (39,40)
浜垣 由香 85 (42,43) 石川 久子 97 (55,42)
平川 桂子 87 (40,47) 丸山 久美子 91 (46,45)

5位 343 6位 344
吉田 ケイ子 80 (39,41) 渡辺 眞理子 92 (45,47)
松本 啓子 85 (41,44) 前田 千尋 71 (34,37)
大竹 紀子 91 (43,48) 河野 裕美 89 (46,43)
関口 絢子 92 (48,44) 宮本 雅代 92 (45,47)
永瀬 美代子 87 (44,43) 船橋 芳子 93 (48,45)

7位 345 8位 345
内村 典子 90 (50,40) 志柿 千寿 90 (45,45)
横山 初枝 84 (44,40) 堀江 美奈子 83 (42,41)
菊池 文子 91 (46,45) 綾 乃扶子 91 (45,46)
染野 さち子 89 (45,44) 芳賀 京子 88 (42,46)
尾崎 美保 82 (44,38) 泊 美津枝 84 (42,42)

9位 347 10位 352
柴田 章江 93 (46,47) 橋本 智代 84 (40,44)
横山 亜弥子 85 (42,43) 出雲 映子 87 (43,44)
白石 としえ 86 (44,42) 伊藤 マユ子 94 (48,46)
馬込 奈緒子 85 (44,41) 森 弥生 88 (43,45)
相田 ひろみ 91 (48,43) 和田 朋子 93 (48,45)

11位 353 12位 356
利 和子 90 (43,47) 渡辺 トミエ 88 (45,43)
小峰 利恵 84 (42,42) 橋本 桂子 84 (42,42)
柴本 尚美 88 (45,43) 平澤 美二子 88 (42,46)
田中 千枝子 91 (46,45) 河野 崇子 98 (44,54)
大井 圭子 96 (50,46) 佐藤 智美 96 (46,50)

13位 356 14位 358
武田 悦子 85 (44,41) 大竹 朱美 91 (45,46)
田中 恵美子 87 (40,47) 川島 知子 92 (46,46)
近藤 征江 92 (43,49) 小池 良子 90 (44,46)
中井 俊子 92 (48,44) 山形 南 98 (48,50)
木村 美代子 99 (48,51) 益子 美佐子 85 (43,42)

15位 360 16位 361
長瀬 万寿 83 (41,42) 比留間 登志枝 90 (43,47)
中部 克子 92 (45,47) 鈴木 昌子 86 (41,45)
岩波 敏子 94 (46,48) 田中 径子 89 (44,45)
岩場 恵代子 96 (48,48) 宮本 成子 96 (49,47)
斎田 友紀子 91 (45,46) 田中 都子 102 (55,47)
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鳩山カントリークラブ

平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～埼玉ブロック予選競技

石坂ゴルフ倶楽部

霞ヶ関

岡部チサンカントリークラブ 入間カントリークラブ

霞ヶ関カンツリー倶楽部

武蔵カントリークラブ 越生ゴルフクラブ

高根カントリー倶楽部 鳩山カントリークラブ

浦和ゴルフ倶楽部 ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場

日高カントリークラブ 埼玉国際ゴルフ倶楽部

嵐山カントリークラブ 高坂カントリークラブ

東京ゴルフ倶楽部 飯能ゴルフクラブ



平成22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 366 18位 368
松野 信子 89 (46,43) 高木 孝子 93 (45,48)
大東 恵美子 92 (47,45) 小川 志緒 88 (43,45)
松崎 佐知子 92 (47,45) 鈴木 ちえ子 91 (46,45)
尾川 佳子 93 (48,45) 吉村 千津子 96 (49,47)
平木 温子 100 (52,48) 原田 令子 99 (49,50)

19位 391
杉山 ひろ子 94 (49,45)
光國 真理子 102 (49,53)
増田 由紀江 114 (53,61)
山中 千理 98 (51,47)
橋本 宏子 97 (47,50)

東松山カントリークラブ 川越カントリークラブ

武蔵松山カントリークラブ


