
開催日： 参加倶楽部数： 29

会場： 決勝進出倶楽部数： 29

Aクラス： 5753yards Par72 競技方法： 各クラス2名出場、計4名の合計スコア

Bクラス： 5753yards Par72

1位 244 2位 246
川勝 美紀 86 (43,43) 大村 恵子 86 (42,44)
武藤 京子 88 (42,46) 長尾 説子 79 (40,39)
内山 汐里 76 (38,38) 丸山 隆子 89 (46,43)
森本 智恵美 82 (41,41) 森口 裕子 81 (43,38)

3位 246 4位 249
共田 陽子 98 (47,51) 黒木 蘭 82 (44,38)
松本 洋子 88 (46,42) 會澤 美保子 91 (45,46)
加藤 寿子 74 (37,37) 澤井 綾子 79 (40,39)
町田 香織 84 (44,40) 長田 恵 88 (44,44)

5位 258 6位 258
舟山 愛子 89 (44,45) 渡邉 留美子 82 (44,38)
林 美子 96 (51,45) 田内 美枝子 91 (45,46)
齋藤 水樹 81 (41,40) 西潟 美和 85 (44,41)
小山 紀子 88 (43,45) 髙峯 礼子 96 (52,44)

7位 260 8位 260
村上 喜代子 87 (42,45) 中村 聖子 84 (44,40)
黒野 美奈 92 (48,44) 楠澤 敏枝 88 (45,43)
岡部 華奈子 81 (39,42) 小宮 洋子 88 (44,44)
秋田 のぶ子 95 (48,47) 渡辺 美樹子 97 (45,52)

9位 261 10位 261
芹沢 ひろみ 91 (46,45) 楢松 千香子 80 (42,38)
遠藤 節子 86 (41,45) 藤平 智子 92 (44,48)
田中 陽子 87 (44,43) 鈴木 真由美 欠場
小澤 典子 88 (45,43) 斉藤 仁美 89 (44,45)

11位 263 12位 264
関塚 廣子 85 (42,43) 出雲 映子 89 (44,45)
新井 芙沙子 93 (45,48) 佐竹 千春 90 (46,44)
来住野 朱美 88 (44,44) 豊島 絵里子 85 (43,42)
藤田 香 90 (48,42) 大木 久子 92 (45,47)

13位 266 14位 268
関澤 由美子 90 (42,48) 田村 和代 87 (43,44)
池田 摩耶子 92 (46,46) 山形 南 90 (43,47)
増山 裕子 86 (42,44) 松村 眞由子 91 (44,47)
高橋 永子 90 (44,46) 斎藤 のぞみ 92 (47,45)

15位 271 16位 271
浅見 玉江 89 (43,46) 伊原 節子 97 (49,48)
田中 かほる 92 (44,48) 玉田 愛美 87 (45,42)
真田 明美 93 (48,45) 井上 亜紀子 87 (43,44)
安藤 康子 90 (45,45) 松本 幸子 97 (50,47)

17位 274 18位 274
大熊 祐子 96 (48,48) 恩田 昭子 86 (43,43)
西山 恵子 90 (43,47) 大沼 敦子 107 (51,56)
佐藤 智美 88 (43,45) 田熊 容子 95 (49,46)
今野 文霜 98 (48,50) 津野 真弓 93 (47,46)

19位 276 20位 277
藤森 いずみ 93 (45,48) 水上 高美 96 (47,49)
望月 和 93 (48,45) 横山 恵子 94 (48,46)
露木 直子 90 (45,45) 石渡 陽子 95 (51,44)
木村 純子 97 (49,48) 太田 ふさ子 88 (43,45)

小平市 稲城市

練馬区 千代田区

台東区 町田市

日野市 北区

青梅市 杉並区

八王子市 国分寺市

調布市 江東区

新宿区 葛飾区

大田区 板橋区

世田谷区 港区
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21位 284 22位 284
蒲田 恭子 90 (45,45) 斉藤 百代 89 (45,44)
津野 淳子 96 (46,50) 遠藤 芳江 89 (43,46)
小林 幸子 98 (48,50) 稲葉 千恵子 107 (51,56)
嶋田 佐智子 98 (49,49) 石居 みね子 106 (53,53)

23位 286 24位 288
来住野 典子 103 (51,52) 髙橋 和子 98 (51,47)
小峯 久美子 95 (49,46) 春田 和枝 99 (52,47)
石成 智恵子 95 (46,49) 五十棲 絵里香 93 (46,47)
木田 喜久代 96 (51,45) 町田 明子 97 (50,47)

25位 288 26位 289
恩田 昭恵 101 (52,49) 西村 道江 99 (46,53)
中元 千恵子 100 (51,49) 松島 君子 95 (45,50)
遠藤 民子 94 (45,49) 奥村 展子 103 (53,50)
園部 真弓 94 (48,46) 安田 弘子 95 (50,45)

27位 295 28位 305
江川 夏枝 97 (48,49) 矢口 さつき 91 (46,45)
桑原 孝子 107 (51,56) 山口 静江 105 (55,50)
金綱 恵子 95 (47,48) 長嶋 弘子 109 (59,50)
古屋 すず子 103 (53,50) 吉川 玲子 欠場

29位 308
池田 優子 94 (47,47)
小宮山 和子 126 (64,62)
江口 かがり 94 (46,48)
竹林 立子 120 (57,63)

福生市 中野区

墨田区

品川区 江戸川区

あきる野市 東村山市

豊島区 昭島市


