
開催日： 参加倶楽部数： 29

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 5

  (5792yards  Par72)

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 林 恵子 72

1位 324 2位 327
林 恵子 72 (36,36) 山本 美恵子 78 (39,39)
水澤 真澄 86 (44,42) 田中 真弓 78 (37,41)
河嶋 静子 82 (40,42) 鏑木 友子 85 (41,44)
由元 葉子 87 (43,44) 明壁 浩美 87 (41,46)
山室 美砂子 84 (41,43) 三木 美奈子 84 (42,42)

3位 327 4位 331
樺山 智子 82 (41,41) 小坂 順子 76 (38,38)
佐藤 恵子 80 (38,42) 青木 英子 77 (37,40)
新保 美樹 78 (40,38) 古川 康子 88 (42,46)
藤田 裕子 87 (40,47) 檜物 宮子 90 (41,49)
松宮 由季 87 (40,47) 田子 真里子 93 (45,48)

5位 332 6位 335
大原 眞理子 90 (46,44) 露木 晶子 82 (40,42)
櫻井 和江 81 (41,40) 宮治 実紀 83 (40,43)
安藤 善子 83 (40,43) 渡邊 真理子 95 (45,50)
山口 久美 80 (37,43) 伴 美奈 89 (41,48)
畑中 朝子 88 (46,42) 伊藤 るみ 75 (37,38)

7位 336 8位 336
柴田 裕美子 89 (46,43) 小溝 久美子 85 (41,44)
平田 悦子 79 (41,38) 原田 町子 80 (38,42)
河辺 陽子 87 (44,43) 湯浅 千晶 92 (45,47)
花川 桂子 85 (43,42) 大追 良子 82 (43,39)
松野 雅子 83 (42,41) 秋谷 美樹 89 (44,45)

9位 337 10位 339
内山 朝子 91 (43,48) 山口 八重子 88 (46,42)
原 友美 77 (41,36) 佐藤 久美子 90 (45,45)
篠塚 美幸 77 (39,38) 岩楯 千恵子 87 (44,43)
星野 アツ子 92 (44,48) 濵田 里美 85 (41,44)
阿部 瑞枝 93 (46,47) 吉田 茜 79 (38,41)

11位 340 12位 342
山田 眞理子 86 (42,44) 三木 恵美子 85 (43,42)
吉田 薫 75 (37,38) 夜差 惠美子 83 (42,41)
長崎 恵子 96 (46,50) 神野 鈴子 79 (39,40)
小島 房江 89 (44,45) 森 美代 95 (46,49)
小川 千恵乃 90 (44,46) 岩村 江美子 95 (47,48)

13位 343 14位 344
上野 むつ子 93 (48,45) 宮澤 美津子 82 (41,41)
山下 勢津子 86 (43,43) 篠塚 英子 87 (41,46)
水田 愛美 87 (41,46) 鈴木 美和子 91 (44,47)
加賀見 敦子 84 (40,44) 森本 和子 94 (45,49)
久次 香苗 86 (44,42) 大木 桂子 84 (39,45)

15位 344 16位 345
楠 達子 88 (43,45) 平川 朱美 89 (48,41)
楠 珠美 88 (43,45) 末石 泰子 87 (44,43)
空 美栄子 85 (42,43) 岩本 朋美 88 (46,42)
森 美華 83 (39,44) 大神田 忍 88 (42,46)
山崎 由岐子 88 (43,45) 小暮 博美 82 (39,43)
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新千葉カントリー倶楽部　つくもコース

平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～千葉ブロック予選競技

成田東カントリークラブ

総武

カレドニアン・ゴルフクラブ 習志野カントリークラブ

総武カントリークラブ

東京湾カントリークラブ オーク・ヒルズカントリークラブ

新千葉カントリー倶楽部 千葉カントリークラブ

富里ゴルフ倶楽部 姉ヶ崎カントリー倶楽部

鶴舞カントリー倶楽部 鷹之台カンツリー倶楽部

ブリック＆ウッドクラブ 小御門カンツリークラブ

船橋カントリー倶楽部 千葉夷隅ゴルフクラブ



平成22年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～千葉ブロック予選競技

17位 346 18位 349
池田 律子 98 (44,54) 村上 喜代子 84 (42,42)
古川 美知子 86 (43,43) 仁保 美和子 98 (49,49)
梅澤 美穂子 84 (42,42) 後藤 弥生 83 (43,40)
塩島 千有希 78 (38,40) 長谷川 浩子 84 (42,42)
樋口 節子 99 (46,53) 鈴木 佐知子 89 (42,47)

19位 350 20位 350
渡邉 常子 91 (42,49) 霜 祐子 88 (41,47)
小岩 由加里 83 (39,44) 木村 有理 85 (42,43)
長妻 富子 90 (44,46) 深山 文美代 90 (47,43)
田中 浜 86 (42,44) 里見 早苗 98 (47,51)
岡田 和江 97 (48,49) 鈴木 留美子 87 (40,47)

21位 351 22位 352
小磯 玉江 89 (41,48) 菊池 芳子 88 (43,45)
貝崎 信子 82 (39,43) 河合 博子 88 (42,46)
富田 ヨネ子 92 (44,48) 中村 ひろ子 88 (42,46)
関口 眞知子 95 (49,46) 小林 慈子 88 (44,44)
中村 月子 88 (43,45) 内藤 旬子 89 (44,45)

23位 354 24位 355
石塚 靖子 83 (40,43) 岡田 英子 86 (46,40)
千葉 民子 82 (39,43) 上田 啓子 92 (46,46)
中村 和子 96 (48,48) 竹内 美代子 86 (42,44)
真嶋 佐智子 100 (45,55) 阿部 千恵子 93 (49,44)
野村 明代 93 (44,49) 大本 千尋 91 (47,44)

25位 356 26位 357
飯田 貞子 95 (48,47) 冨本 真由美 94 (45,49)
宮澤 ふゆ実 79 (40,39) 松井 セイコ 89 (43,46)
上原 由 87 (44,43) 門田 和枝 78 (39,39)
海老原 笑子 95 (44,51) 山崎 明子 96 (45,51)
白井 美佐枝 96 (46,50) 太田 由妃枝 96 (45,51)

27位 358 28位 363
陳 公美 87 (41,46) 宮内 一江 87 (42,45)
蘆苅 洋子 87 (42,45) 木村 美佐子 101 (57,44)
谷口 雅子 92 (42,50) 高橋 美智子 91 (46,45)
片山 メリー 92 (42,50) 嶋田 輝美 94 (44,50)
藤永 真里子 97 (46,51) 水島 みつ子 91 (42,49)

29位 363
横山 由利子 91 (44,47)
横山 幸子 97 (46,51)
新井 徳子 89 (45,44)
山田 富士子 90 (42,48)
奥山 悦子 93 (43,50)

東千葉カントリー倶楽部 京カントリークラブ

クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 袖ヶ浦カンツリークラブ

千葉新日本ゴルフ倶楽部 紫カントリークラブ

我孫子ゴルフ倶楽部 加茂ゴルフ倶楽部

真名カントリークラブ 千葉国際カントリークラブ

中山カントリークラブ レインボーヒルズカントリークラブ豊里コース

八幡カントリークラブ


