
開催日： 参加倶楽部数： 23

開催倶楽部：

  (6176yards  Par74) 決勝進出倶楽部数：5

予選ﾍﾞｽﾄｽｺｱ賞： 海野 睦美 71

1位 336 2位 337
有満 幸江 89 (43,46) 海野 美和子 91 (42,49)

落合 美詠子 79 (38,41) 海野 睦美 71 (37,34)

才津 智美 87 (43,44) 上野 千津美 82 (41,41)

福岡 美幸 91 (46,45) 田中 明美 93 (50,43)

本宮 あゆみ 77 (38,39) 大矢 邦子 95 (47,48)

南里 紘子 91 (44,47) 石田 まさ子 96 (50,46)

3位 338 4位 340
武田 妙子 81 (40,41) 亀田 伊眞子 88 (46,42)

横須賀 恵子 80 (38,42) 矢萩 えり子 85 (43,42)

上野 加代子 87 (41,46) 江口 加名子 85 (44,41)

高橋 かの子 91 (44,47) 鈴木 壽子 94 (45,49)

布施 恵子 90 (42,48) 石崎 邦子 82 (37,45)

小屋 春菜 90 (47,43) 長嶺 光子 88 (43,45)

5位 342 6位 342
市川 慶子 80 (39,41) 金 容花 81 (39,42)

沓澤 良子 81 (40,41) 皆川 智子 82 (42,40)

助川 たい子 93 (43,50) 津谷 いと子 89 (43,46)

荻野 裕子 91 (44,47) 西山 聖子 96 (48,48)

北村 由希子 90 (44,46) 小山 幸子 90 (43,47)

内田 美和子 94 (45,49) 高木 多津子 102 (48,54)

7位 343 8位 346
一倉 由香里 85 (41,44) 金子 紀美子 89 (45,44)

山本 佳世子 83 (40,43) 鈴木 麻里子 87 (42,45)

村橋 正子 92 (44,48) 福田 葉子 79 (38,41)

朝野 三枝子 86 (42,44) 長谷川 敬子 91 (44,47)

林 久美子 89 (45,44) 斉藤 美雪 89 (43,46)

田中 瑞穂 92 (45,47) 三澤 万寿美 95 (49,46)

9位 347 10位 347
樋口 範子 84 (40,44) 米村 晴美 85 (39,46)

横川 亜希子 85 (41,44) 耕田 千秋 84 (44,40)

佐藤 恵津子 93 (46,47) 塚原 いずみ 85 (45,40)

志賀 裕子 85 (42,43) 田中 千代子 98 (49,49)

芹田 吉美 103 (52,51) 中村 榮子 93 (48,45)

田中 真由美 89 (47,42) 荒川 加代子 99 (47,52)

11位 349 12位 353
樋口 美代子 82 (40,42) 松山 朱実 84 (43,41)

増田 雅子 88 (43,45) 馬渕 恵美子 88 (45,43)

大塚 さえ子 95 (46,49) 加藤 理香 92 (44,48)

鈴木 聡子 88 (45,43) 近藤 千夏 93 (47,46)

岩見 恵美子 91 (44,47) 富田 奈都 91 (42,49)

三浦 直美 89 (46,43) 橘 佳織 90 (45,45)

13位 353 14位 356
野尻 ゆかり 89 (45,44) 増田 京子 81 (41,40)

金田 康子 85 (43,42) 照井 邦子 91 (48,43)

飯嶋 裕子 88 (42,46) 梅田 美江子 90 (43,47)

村上 けい子 94 (46,48) 内田 千野 94 (46,48)

入江 美幸 91 (44,47) 押本 仁子 105 (54,51)

干場 直美 97 (49,48) 金海 正淑 101 (48,53)

15位 357 16位 363
中村 栄子 92 (44,48) 関 敏子 95 (46,49)

篠田 悦子 85 (40,45) 福嶋 恵津子 88 (45,43)

河野 幸枝 95 (47,48) 秋山 美津恵 97 (48,49)

林田 照子 87 (44,43) 清水 米子 95 (47,48)

坂巻 久美子 93 (46,47) 中川 幸江 85 (44,41)

青木 徳子 95 (47,48) 栗原 智子 98 (46,52)

土浦カントリー倶楽部 取手国際ゴルフクラブ

扶桑カントリー倶楽部 桜ゴルフ倶楽部

阿見ゴルフクラブ セントラルゴルフクラブ

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 筑波カントリークラブ

大利根カントリークラブ セベ・バレステロスゴルフクラブ

ニッソーカントリークラブ

江戸崎カントリー倶楽部 日立ゴルフクラブ

水戸グリーンカントリークラブ 水戸・ゴルフ・クラブ

霞台カントリークラブ

平成24年度関東女子倶楽部対抗～報知杯～茨城ブロック予選競技
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大利根カントリークラブ　東コース
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17位 364 18位 365
萩原 初江 95 (46,49) 山本 節子 88 (45,43)

秋山 富久子 97 (49,48) 伊勢澤 秀子 92 (47,45)

管野 朊子 82 (40,42) 落合 敦子 90 (42,48)

原 和子 90 (44,46) 遠藤 ゆき子 96 (51,45)

藤谷 由喜子 102 (52,50) 花木 栄子 95 (49,46)

村上 憲子 97 (50,47) 藤森 みどり 95 (48,47)

19位 365 20位 368
関根 美恵子 93 (47,46) 石川 洋子 92 (47,45)

志田 佐和子 93 (45,48) 髙岩 すみ子 100 (48,52)

粉川 まさ子 89 (46,43) 吉井 董子 96 (52,44)

塩幡 厚子 100 (48,52) 馬場 豊子 88 (41,47)

岡本 はる江 92 (44,48) 柳井 ひろみ 92 (44,48)

小林 富恵 91 (42,49) 両角 智英子 97 (45,52)

21位 371 22位 374
山本 佐和子 85 (42,43) 橋本 泰子 89 (44,45)

広瀬 美佐子 107 (54,53) 藤巻 由紀子 95 (49,46)

多勢 リサ 87 (46,41) 青松 弘子 91 (45,46)

三反崎 れい子 96 (46,50) 吉田 信子 102 (50,52)

五月女 亜希子 110 (56,54) 福原 伸子 99 (47,52)

福地 尚美 103 (52,51) 高橋 ミツエ 104 (57,47)

23位 381
横山 静子 103 (49,54)

中村 聖子 89 (43,46)

佐々木 理恵 89 (45,44)

阿部 好美 100 (47,53)

井ノ川 恵美子 103 (53,50)

氏家 信子 107 (53,54)

スプリングフィルズゴルフクラブ カントリークラブ・ザ・レイクス

ノースショアカントリークラブ

アスレチックゴルフ倶楽部 玉造ゴルフ倶楽部

富士カントリー笠間倶楽部 サニーフィールドゴルフ倶楽部


