


 

 

第６回栃木県女子オープンゴルフ選手権大会 

ＤＡＣグループ杯開催のお知らせ 

 

 

拝啓  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、今年も栃木県女子プロゴルフ会では、栃木県ゴルフ場協議会、栃木県ゴルフ場 

支配人会、下野新聞社、栃木県ゴルフ連盟にご協力を頂き、第６回栃木県女子オープン 

ゴルフ選手権大会を開催する運びとなりました。 

昨年度より、ＤＡＣグループ様にメインスポンサーとなって頂き、規模も拡大しました。 

県内の女子ゴルフ活性の為に、活動の場を増やし、女性アマチュアゴルファーの

皆様にもこの大会に出場し、大会を盛り上げて頂きたいと思います。 

皆様のご参加をお待ち致しております。  

                                              敬具 

 

 

平成２7年９月吉日 

栃木県女子プロゴルフ会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 6回栃木県女子オープンゴルフ選手権大会ＤＡＣグループ杯 

本戦大会実施要項 

 

大会名称   栃木県女子オープンゴルフ選手権大会ＤＡＣグループ杯 

主 催     栃木県女子プロゴルフ会  栃木県ゴルフ場協議会   

後 援     下野新聞社・とちぎテレビ・栃木県ゴルフ連盟・栃木県ゴルフ場支配人会 

協 賛     ＤＡＣグループ     

開催日     ２０１５年１１月１０日（火）  プロアマ大会  

                    １１月１１日（水）  本戦大会 

                    １１月１２日（木）  プロアマ大会（DACグループ） 

    指定練習日           １１月２日（月）・4日（水）・5日（木）・６日（金） 

  （１回のみメンバー料金にてプレー可・ジュニア料金有） 

会 場     アローエースゴルフクラブ 

              〒３２９－２１３４ 

         栃木県矢板市成田１６２５-１ 

         ０２８７-４３-３３７７ 

賞金総額   ３００万円 

表 彰     １位、２位、３位、ベストアマ、  

参加人数   ８０名（予定） 

競技方法   １８ホールストロークプレー 

競技規則   日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本大会特別規則による。 

     ただし、クラブの溝規制は適用しません。 

参加資格      ・ 栃木県女子プロゴルフ会会員 

・ 栃木県在住・在学、または在勤している女子アマチュア（小学５年生以上） 

・ 栃木県ゴルフ場協議会加盟クラブ会員の女子アマチュア 

・ 栃木県女子プロゴルフ会の推薦する者 

・ 開催ゴルフ場の推薦する者 

参加料      プロ及び研修生・・・￥２０，０００  アマチュア・・・￥６，０００ 

          当日会場にてお支払い頂きます。 

＊組み合せ発表後にキャンセルされた場合は、参加料をお支払い頂きます。 

申し込み     参加申し込み書に記入し、郵送またはファックスでお願い致します。 

締め切り１０月１６日（金） 

申し込み先   〒３２０－００５５ 栃木県宇都宮市下戸祭２－２－６ 糸井店舗２Ｆ 

           栃木県ゴルフ場協議会 ＴＥＬ ０２８－６２１－０４１３  ＦＡＸ ０２８－６２１－０４１４ 

プレー料金   ￥9,240.  （食事、キャディフィ込み） 

※ 指定日以外の練習ラウンド料金は各自ゴルフ場営業担当、椿までお問い合せください。 

 

    栃木県女子オープンゴルフ選手権大会事務局 

〒３２０－００５５ 栃木県宇都宮市下戸祭２－２－６ 糸井店舗２Ｆ 栃木県ゴルフ場協議会内   

    （ＴＥＬ） ０２８－６２１－０４１３   （ＦＡＸ） ０２８－６２１－０４１４  担当  高山 哲男 



START SCORE START SCORE

金子　未来 （ひととのやＣ.Ｃ） 三橋　里衣 （フリー）
岩橋　里衣 （太平洋Ｃ.成田Ｃ） 深澤　陽香 （太平洋Ｃ.益子Ｃ）

* 新井　えり子 （東京都） * 東本　眞弓 （埼玉県）

* 高橋　美羽 （那須中 １年） * 小森　渚 （文星女子高 ３年）

渡辺　かをり （ＳＴサービス） 大木　美幸 （フリー）
鈴木　遥 （太平洋C.佐野ヒルクレスト） 高久　八重子 （フリー）

* 沓掛　恵美子 （那須塩原市） * 岩本　尚子 （東京都）

* 菊地　りお （陽西中 ３年） * 池羽　陽向 （小山第三中 １年）

渡辺　順子 （真岡ゴルフ場） 舟橋　由美子 （足利城Ｇ.Ｃ）
加藤　妙美 （フリー） 井上　景湖 （フリー）

* 町井　麗奈 （文星女子高 ２年） * 髙野　裕子 （鹿沼市）

* 秋山　円香 （東北福祉大 ３年） * 江連　唯美香 （氏家中 ２年）

田子　加奈子 （ＮＡＳＢＩＳ） 大竹　康子 （唐沢Ｇ.Ｃ）
落合　めぐみ （フリー） 高橋　ひとみ （フリー）

* 田中　祐姫 （日体大 １年） * 露木　直子 （東京都）

* 薄井　香澄 （白河第二中 ３年） * 今井　瑞穂 （伊勢崎第三中 １年）

中村　洋子 （フリー） 金森　三河子 （ＳＡＮＫＹＯ）
大関　香澄 （ＴＤＣプランニング） 小林　星佳 （フリー）

* 清水　日奈 （文星女子高 ３年） * 小川　芳子 （グアム ＵＳＡ）

* 飯野　葉月 （壬生中 １年） * ロー　鈴奈 (仙台育英高 ２年）

永森　佐知子 （栃木Ｃ.Ｃ） 堀場　美香 （株式会社 光和）
赤羽　蒔菜 （フリー） 越雲　みなみ （ブリスゴルフ）

* 五月女　栞雛 （清陵高 １年） * 大島　桃果 （文星女子高 １年）

* 大島　瑠々海 （姿川中 ３年） * 菊地　広恵 （東陽中 ３年）

塩田　亜飛美 （那須小川Ｇ.Ｃ） 菰田　依未 （フリー）
新井　紀江 （フリー） * 菓子田　智子 （栃木市）

* 佐藤　有仁加 （宇大附中 １年） * 今井　香蓮 （伊勢崎第三中 ３年）

* 吉津谷　彩香 （雀宮中 ２年） * 黒崎　雅稀 （文星女子高 １年）

古澤　千枝 （宮の森Ｃ.Ｃ） 小川　真由美 （東武藤が丘Ｃ.Ｃ）
安納　昭江 （フリー） * 松本　友恵 （那須町）

* 吉川　桃 （日出高 ２年） * 横山　珠々奈 （さくら市南小 ６年）

* 臼井　麗香 （日本ウェルネス高 ２年） * 吉住　百加 （鬼怒中 ２年）
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　　＊ アマチュア選手
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※　欠場等のある場合は、組み合わせを変更することがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競技委員会

第６回 栃木県女子オープンゴルフ選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２０１５年１１月１１日（水）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＡＣ グループ杯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アローエースゴルフクラブ
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