
開催日： 参加倶楽部数： 24

開催倶楽部： 決勝進出倶楽部数： 5

  (5874yards  Par72)

予選ベストスコア賞：

小森 幸恵 74

1位 330 2位 340
鯉沼 良美 76 (39,37) 古橋 愛子 87 (48,39)
高橋 正子 83 (43,40) 小森 幸恵 74 (38,36)
桑田 禮子 88 (45,43) 植木 美智子 93 (44,49)
前嶋 征子 90 (46,44) 北原 綾子 87 (42,45)
広沢 みどり 83 (42,41) 飯塚 元子 86 (46,40)

3位 341 4位 346
大石 早苗 85 (38,47) 秋山 ミイ 87 (45,42)
安達 真弓 90 (46,44) 荒井 和子 88 (46,42)
原 慈子 86 (42,44) 小田倉 富士子 80 (40,40)
原口 麻子 82 (43,39) 鈴木 陽子 91 (46,45)
関根 たまい 88 (46,42) 大森 和子 106 (54,52)

5位 347 6位 348
畠井 千代子 81 (41,40) 山内 永子 98 (48,50)
伊藤 陽子 94 (50,44) 小松 恭子 84 (43,41)
高野 裕子 91 (47,44) 渡井 恵 90 (46,44)
中田 裕実子 94 (46,48) 野崎 清美 82 (45,37)
大谷 伊利子 81 (43,38) 大羽 敬子 92 (50,42)

7位 349 8位 350
鈴木 美知子 95 (49,46) 関 優子 89 (44,45)
高橋 寿子 89 (43,46) 遠藤 房子 88 (47,41)
瀬﨑 満代 79 (39,40) 中島 江利子 87 (46,41)
仁科 敏枝 86 (42,44) 鳥谷部 典子 92 (46,46)
若菜 あき子 95 (48,47) 日比野 節子 86 (44,42)

9位 355 10位 355
橋 節子 94 (46,48) 室井 美喜恵 89 (46,43)
生田 宏香 90 (45,45) 関谷 弘子 87 (41,46)
小笠原 その子 102 (52,50) 平野 茂美 89 (44,45)
渡邉 久美子 92 (46,46) 泉谷 冨美子 99 (48,51)
小林 みさ子 79 (40,39) 大久保 正子 90 (45,45)

11位 356 12位 357
山﨑 章子 89 (42,47) 田中 弓子 88 (41,47)
小川 いずみ 95 (49,46) 鯨井 京子 85 (43,42)
神鷹 佳子 86 (44,42) 柴田 美枝 89 (46,43)
高橋 扶美子 88 (44,44) 土屋 のり子 95 (50,45)
高田 裕貴子 93 (46,47) 上條 典子 109 (57,52)

13位 359 14位 361
小沼 まり 94 (52,42) 濱野 敦子 95 (48,47)
加藤 仁美 80 (41,39) 猪野 明子 81 (41,40)
相馬 育代 93 (48,45) 小林 宮子 92 (45,47)
高田 和江 102 (51,51) 石津 則子 93 (46,47)
山口 真理子 92 (46,46) 篠崎 たま子 100 (54,46)

東松苑ゴルフ倶楽部

鹿沼カントリー倶楽部 紫塚ゴルフ倶楽部

皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 芳賀カントリークラブ

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 足利城ゴルフ倶楽部

那須ゴルフ倶楽部 那須チサンカントリークラブ

サンヒルズカントリークラブ 日光カンツリー倶楽部

塩原カントリークラブ 宇都宮カンツリークラブ

平成23年6月9日(木)

烏山城カントリークラブ　本丸・三の丸コース

平成23年度関東女子倶楽部対抗栃木ブロック予選競技

矢板カントリークラブ

矢板



平成23年度関東女子倶楽部対抗栃木ブロック予選競技

15位 361 16位 363
川島 美佐子 98 (50,48) 小野 君江 99 (50,49)
森山 文子 96 (46,50) 池田 摩耶子 96 (48,48)
中村 京子 91 (47,44) 稲川 とし子 79 (38,41)
荒山 幸子 87 (45,42) 柏木 恭美 92 (44,48)
山本 仁子 87 (46,41) 藤倉 静枝 96 (47,49)

17位 364 18位 366
高橋 永江 87 (42,45) 平野 いずみ 81 (39,42)
鈴木 ミヨシ 93 (50,43) 坂本 節子 90 (43,47)
増田 初江 90 (46,44) 庄子 順子 95 (50,45)
三神 喜代美 94 (45,49) 秋元 純子 100 (52,48)
沼崎 秀子 96 (46,50) 押田 佳美 101 (51,50)

19位 371 20位 376
橋本 陽子 89 (47,42) 池田 凉子 93 (47,46)
牧内 和代 94 (47,47) 笹岡 清美 94 (46,48)
水谷 泰枝 102 (51,51) 滋田 慧子 116 (55,61)
大川 則子 88 (43,45) 小山田 玲子 96 (48,48)
大塚 すみ子 100 (51,49) 石原 千代 93 (48,45)

21位 378 22位 380
八木 恵美子 96 (47,49) 藤平 智子 87 (45,42)
上野 佳余子 93 (46,47) 鈴木 美穂 96 (48,48)
髙橋 倫子 97 (48,49) 吉岡 かおる 100 (53,47)
遠藤 陽子 98 (53,45) 早川 美恵子 113 (58,55)
里見 澄子 92 (48,44) 鹿子木 光 97 (51,46)

23位 384 24位 412
峰咲 和子 98 (49,49) 早瀬 チタ子 失格
飯田 勝美 97 (53,44) 加藤 浩子 97 (49,48)
高橋 弘子 99 (49,50) 高田 美代子 99 (53,46)
利根川 チネ子 90 (43,47) 小高 ふさゑ 97 (50,47)
田嶋 章子 105 (50,55) 熊坂 三恵子 119 (57,62)

烏山城カントリークラブ 南摩城カントリークラブ

佐野ゴルフクラブ

鹿沼72カントリークラブ 那須伊王野カントリークラブ

あさひヶ丘カントリークラブ

唐沢ゴルフ倶楽部 新宇都宮カントリークラブ

東宇都宮カントリークラブ バークレイカントリークラブ


