
開催日： 参加倶楽部数： 17

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 3

  (5725yards  Par72)

ベストスコア賞： 西野 萌々 73

1位 316 2位 318
君塚 桂子 77 (36,41) 田中 真弓 75 (35,40)
佐々木 順子 75 (40,35) 小川 美惠子 82 (42,40)
新井 徳子 79 (39,40) 鏑木 友子 80 (39,41)
北山 暁子 86 (45,41) 新井 麻衣子 86 (42,44)
堤 幸子 85 (43,42) 三木 美奈子 81 (40,41)
奥山 悦子 91 (44,47) 船越 菜美 86 (44,42)

3位 320 4位 321
秋谷 美樹 84 (41,43) 山口 久美 77 (39,38)
松山 菜穂子 76 (40,36) 黒木 蘭 78 (40,38)
原田 町子 80 (38,42) 畑中 朝子 85 (44,41)
小溝 久美子 85 (44,41) 渡邊 美江子 89 (44,45)
馬場 由美 84 (41,43) 安藤 善子 81 (41,40)
菊地 純子 80 (46,34) 大原 眞理子 89 (44,45)

5位 322 6位 324
仁保 美和子 83 (42,41) 樺山 智子 85 (41,44)
長谷川 浩子 80 (42,38) 門田 和枝 81 (41,40)
鈴木 佐知子 89 (45,44) 横山 淳子 84 (45,39)
後藤 弥生 87 (42,45) 佐藤 恵子 80 (41,39)
村上 喜代子 78 (40,38) 佐瀬 智恵子 79 (42,37)
斉藤 久美 81 (40,41) 新保 美樹 81 (43,38)

7位 327 8位 336
池田 成美 79 (40,39) 末石 泰子 77 (38,39)
朴 映信 82 (41,41) 岩本 朋美 88 (45,43)
安岡 美香 86 (46,40) 川田 和美 96 (47,49)
樋口 節子 86 (40,46) 平川 朱美 88 (43,45)
塩島 千有希 80 (43,37) 畔田 浩子 91 (48,43)
池田 律子 87 (43,44) 菅谷 直子 83 (39,44)

9位 340 10位 345
鈴木 良子 84 (42,42) 石塚 靖子 80 (41,39)
勝 美枝子 86 (43,43) 中村 和子 86 (44,42)
磯村 さおり 89 (44,45) 野村 明代 95 (46,49)
數井 美穂 86 (43,43) 薄井 慎子 90 (48,42)
伊丹 美重子 97 (52,45) 千葉 民子 89 (46,43)
西野 萌々 73 (38,35) 楠見 孝子 96 (45,51)

11位 345 12位 348
本多 美峰 81 (42,39) 稲垣 暁子 91 (46,45)
飯田 貞子 84 (43,41) 笹生 重子 75 (37,38)
秋葉 恵美子 95 (49,46) 高宮 和子 96 (49,47)
秋本 かおり 100 (55,45) 山田 雪子 96 (47,49)
藤田 和子 100 (50,50) 高橋 美代子 90 (46,44)
白井 美佐枝 85 (45,40) 笹部 行子 92 (49,43)

13位 352 14位 355
河合 博子 95 (47,48) 難波 幸子 89 (46,43)
小林 慈子 87 (44,43) 宮内 一江 87 (44,43)
江 英美 93 (48,45) 竹内 栄子 100 (49,51)
内藤 旬子 89 (45,44) 嶋田 輝美 87 (44,43)
中村 ひろ子 91 (46,45) 石毛 京子 93 (45,48)
山本 宏子 85 (41,44) 水島 みつ子 92 (46,46)

15位 357 16位 358
今井 啓子 85 (44,41) 陳 公美 86 (43,43)
鈴木 美穂 104 (59,45) 片山 メリー 96 (49,47)
大河 静江 104 (59,45) 塩坂 暁子 93 (50,43)
北原 アヤ子 86 (47,39) 三橋 真弓 98 (51,47)
安永 妙子 92 (47,45) 藤永 真里子 93 (48,45)
木下 攝 94 (49,45) 濱口 啓子 86 (47,39)

17位 363
大里 マユミ 85 (43,42)
中井 千乃 88 (42,46)
金子 まり 96 (50,46)
川嶋 祐子 95 (44,51)
蜂谷 さとみ 95 (45,50)
佐久間 洋子 95 (51,44)

6月1日(月)

新千葉カントリー倶楽部　つくもコース

平成27年度関東女子倶楽部対抗千葉第1会場予選競技

館山

東千葉カントリークラブ 千葉夷隅ゴルフクラブ

八幡カントリークラブ

京カントリークラブ 新千葉カントリー倶楽部

習志野カントリークラブ 東京湾カントリークラブ

成田東カントリークラブ

紫カントリークラブ レインボーヒルズカントリークラブ豊里コース

白鳳カントリー倶楽部 中山カントリークラブ

館山カントリークラブ 我孫子ゴルフ倶楽部

真名カントリークラブ 浜野ゴルフクラブ

大栄カントリー倶楽部


