
開催日： 参加倶楽部数： 11

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 3

  (5744yards  Par72)

予選ベストスコア賞：

小嶋 桃子 75

1位 324 2位 332
関根 奈穂美 79 (39,40) 野々村 和子 83 (43,40)
丸山 君江 85 (41,44) 溝口 裕利江 80 (38,42)
橋添 智恵子 87 (44,43) 安藤 智美 89 (47,42)
宮下 良美 83 (41,42) 森本 やす子 93 (45,48)
手塚 美佐子 88 (44,44) 西村 道江 95 (46,49)
五味 千明 77 (38,39) 堀米 清美 80 (40,40)

3位 336 4位 337
塚田 香代子 88 (45,43) 津堅 典子 84 (39,45)
上田 みさき 88 (42,46) 小嶋 桃子 75 (36,39)
加賀美 圭子 83 (40,43) 田村 和代 95 (43,52)
布施 和子 77 (40,37) 大石 芳子 86 (42,44)
中込 紀巳子 90 (45,45) 鳴川 早苗 92 (44,48)
五味 富貴子 99 (50,49) 呉 淑娘 92 (43,49)

5位 346 6位 350
相原 ちなみ 88 (43,45) 大島 知代己 89 (41,48)
渡辺 実和子 90 (45,45) 平林 治子 81 (38,43)
杉田 富美子 90 (47,43) 小野 順子 91 (45,46)
雨宮 はる江 84 (44,40) 高木 はつの 90 (42,48)
近藤 佐絵 84 (41,43) 松澤 美知子 91 (44,47)
志村 千恵 90 (43,47) 奈良 正江 90 (44,46)

7位 360 8位 360
保坂 久代 95 (44,51) 市川 喜世子 96 (50,46)
石井 弘子 93 (45,48) 井川 真理子 91 (45,46)
石渡 陽子 92 (44,48) 室井 五月 88 (44,44)
榎本 榮 94 (47,47) 山本 直子 92 (45,47)
大竹 昌子 86 (42,44) 林 香里 93 (44,49)
辺土名 きぬえ 89 (45,44) 坂上 暢子 89 (42,47)

9位 364 10位 366
佐藤 博子 94 (49,45) 古屋 美智子 90 (46,44)
志村 節子 91 (46,45) 橘 正子 95 (46,49)
高橋 千尋 95 (48,47) 志村 房子 97 (47,50)
宮澤 由紀子 92 (47,45) 保坂 幸子 92 (49,43)
村田 トキ子 92 (46,46) 星野 道子 95 (49,46)
太田 依布子 89 (43,46) 杉田 貴美子 89 (46,43)

11位 376
田村 淑子 90 (42,48)
丸茂 富美子 99 (47,52)
星野 雅子 94 (48,46)
山田 良美 93 (47,46)
天野 衣代 102 (51,51)
三澤 美弥子 99 (48,51)

平成23年6月7日(火)

ヴィンテージゴルフ倶楽部

平成23年度関東女子倶楽部対抗山梨ブロック予選競技

メイプルポイントゴルフクラブ

オリムピック

都ゴルフ倶楽部 河口湖カントリークラブ

ヴィンテージゴルフ倶楽部

甲府国際カントリークラブ 都留カントリー倶楽部

甲斐駒カントリークラブ オリムピックカントリークラブ

秋山カントリークラブ 春日居ゴルフ倶楽部

昇仙峡カントリークラブ


