
開催日： 参加倶楽部数： 20

開催倶楽部： 予選通過倶楽部数： 2

  (5497yards  Par72)

ベストスコア賞： 長谷川 浩子 75

1位 326 2位 329
関 奈緒美 79 (39,40) 平田 悦子 82 (43,39)
佐藤 玲 79 (38,41) 宮本 リリカ 76 (37,39)
佐々木 順子 84 (39,45) 白 貞伊 84 (41,43)
今関 よしみ 84 (42,42) 本多 美峰 91 (45,46)
横山 淳子 89 (45,44) 古澤 美保 87 (44,43)
大矢根 眞理 87 (43,44) 吉野 恵美 90 (44,46)

3位 330 4位 333
長谷川 浩子 75 (38,37) 内海 玲子 82 (38,44)
孫 淑寧 87 (43,44) 名和 瑞穂 82 (43,39)
後藤 弥生 90 (46,44) 鈴木 有希子 79 (40,39)
根本 久美 85 (40,45) 菅谷 直子 90 (43,47)
鈴木 佐知子 83 (40,43) 横越 初枝 104 (49,55)
村上 喜代子 91 (44,47) 高岡 奈穂子 90 (46,44)

5位 336 6位 336
沓澤 良子 76 (39,37) 松山 菜穂子 84 (40,44)
務台 友子 89 (45,44) 馬場 由美 78 (37,41)
磯村 さおり 82 (40,42) 山田 加奈子 85 (43,42)
古谷 直子 94 (46,48) 原田 町子 89 (42,47)
脇田 千佳子 89 (40,49) 小溝 久美子 92 (47,45)
青柳 好子 90 (44,46) 竹生 秀子 91 (45,46)

7位 339 8位 341
三木 恵美子 84 (41,43) 篠塚 美幸 76 (37,39)
山野 直美 87 (43,44) 八巻 奈津美 87 (42,45)
長尾 説子 87 (40,47) 鈴木 美穂 90 (45,45)
夜差 惠美子 81 (41,40) 牧野 智子 91 (44,47)
神野 鈴子 96 (44,52) 星野 アツ子 88 (45,43)
蒲田 恭子 97 (49,48) 阿部 瑞枝 92 (43,49)

9位 346 10位 349
香取 敦子 84 (44,40) 小谷 美子 89 (43,46)
宮内 惠美子 86 (45,41) 芦澤 麻衣 87 (46,41)
東海林 優子 93 (47,46) 喜代吉 圭子 84 (41,43)
山元 珠美 90 (44,46) 梨本 忍 90 (44,46)
市川 真弓 92 (43,49) 落合 一美 94 (47,47)
塩﨑 邦子 86 (42,44) 吉田 孝子 89 (42,47)

11位 354 12位 356
宮本 芳美 87 (43,44) 檜垣 昭子 92 (46,46)
山田 久恵 90 (41,49) 酒井 元子 87 (42,45)
加藤 明美 95 (45,50) 野口 直子 85 (43,42)
松本 早苗 90 (46,44) 加賀見 敦子 92 (47,45)
中村 高子 87 (42,45) 山中 通子 92 (44,48)
石田 幸子 99 (49,50) 蕪木 有紀 101 (51,50)

13位 357 14位 361
田向 孝子 92 (47,45) 半田 肖子 88 (43,45)
平川 章子 83 (41,42) 斉藤 久美 85 (42,43)
仲田 奈美 98 (49,49) 谷口 雅子 94 (47,47)
石井 糧子 97 (49,48) 陳 公美 99 (46,53)
鈴木 順子 92 (46,46) 藤永 眞里子 106 (51,55)
石井 玲子 90 (46,44) 福島 弘子 94 (48,46)

15位 363 16位 363
中村 和子 92 (45,47) 佐久間 洋子 86 (43,43)
野村 明代 96 (44,52) 新井 美穂 91 (44,47)
石塚 靖子 93 (44,49) 室橋 由紀恵 95 (47,48)
薄井 慎子 94 (45,49) 布田 千恵 105 (53,52)
前山 久美子 86 (42,44) 蜂谷 さとみ 91 (46,45)
米澤 美智子 92 (44,48) 田村 つかさ 101 (49,52)
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木更津ゴルフクラブ

鷹之台カンツリー倶楽部 富里ゴルフ倶楽部

新千葉カントリー倶楽部

木更津ゴルフクラブ アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ

京カントリークラブ 千葉夷隅ゴルフクラブ

カレドニアン・ゴルフクラブ

佐原カントリークラブ 藤ヶ谷カントリークラブ

クリアビューゴルフクラブ＆ホテル ブリック＆ウッドクラブ

房総カントリークラブ 中山カントリークラブ

我孫子ゴルフ倶楽部 大栄カントリー倶楽部
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17位 376 18位 383
今井 啓子 86 (39,47) 鈴木 美津子 99 (52,47)
森山 まゆみ 101 (49,52) 竹内 美代子 96 (46,50)
村上 綾香 95 (44,51) 平野 富美江 99 (47,52)
中崎 恵子 97 (45,52) 渡邊 美江子 93 (46,47)
石川 純子 103 (49,54) 外山 幸江 104 (52,52)
鈴木 美穂 98 (48,50) 石坂 美樹 95 (47,48)

19位 384 20位 387
齊藤 洋子 94 (46,48) 水島 みつ子 95 (47,48)
山本 宏子 96 (45,51) 石毛 京子 109 (62,47)
内藤 旬子 99 (51,48) 難波 幸子 98 (50,48)
江 英美 95 (44,51) 嶋田 輝美 92 (45,47)
小澤 敬子 114 (56,58) 伊藤 由紀枝 102 (50,52)
中村 ひろ子 101 (48,53) 竹内 栄子 112 (54,58)

白鳳カントリー倶楽部 加茂ゴルフ倶楽部

紫カントリークラブ すみれコース レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース


