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開催日 2016年5月19日 （平成２7年） Score Yards Par

開催コース 名四カントリークラブ 総合の部 左山　舞 （近鉄賢島） 71（36 35） 6440Ｙ 72

優勝賞金 ３０万円 天候 快晴 プロの部 左山　舞 （近鉄賢島） 71（36 35） 6440Ｙ 72

参加人数 スクラッチの部・一般 山下加衣 （榊原） 72（35 37） 6440Ｙ 72

※()内の数字は
欠場者数で内数

スクラッチの部・シニア 松本美保 （亀山市） 80（41 39） 5805Y 72

戦況 アンダーハンディの部 新保紀子 （鈴鹿）
Ｇ95（47 48）

Ｈ20
Ｎ75

5645Y 72

開催日 2015年5月12日 （平成２7年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 鈴木麻綾 （フリー） 73（36-37） 6394Ｙ 72

優勝賞金 ３０万円 天候 曇りのち雨 プロの部 鈴木麻綾 （フリー） 73（36-37） 6394Ｙ 72

スクラッチの部・一般 藤岡芽衣 （チェリーレイク） 77（40-37） 6394Ｙ 72

スクラッチの部・シニア 山下清美 （尾鷲市） 82（44-38） 5696Ｙ 72

戦況 アンダーハンディの部 伊藤康乃 （西日本セブンスリー）
88（44-44）
H22 N66

5372Ｙ 72

開催日 2014年5月13日 （平成２６年） Score Yards Par

開催コース メナードカントリークラブ青山コース 総合の部 岩周里紗 （三好） 69（34-35） 5758Y 72

優勝賞金 ３０万円 天候 晴れ プロの部 岩周里紗 （三好） 69（34-35） 5758Y 72

スクラッチの部・一般 濱田茉優 （CRC白山ヴィレッジ） 75（37-38） 5758Y 72

スクラッチの部・シニア 篠田富美子 （伊勢中川） 88（45-43） 5758Y 72

戦況 アンダーハンディの部 加藤千香子 （CRC三重フェニックス）
95（48-47）
H19.0 N76.0

5758Y 72

開催日 2013年5月23日 （平成２５年） Score Yards Par

開催コース グレイスヒルズカントリー倶楽部 総合の部 下村樹美 （セントクリーク） 70（33-37） 6223Y 72

優勝賞金 ３０万円 天候 晴れ プロの部 下村樹美 （セントクリーク） 70（33-37） 6223Y 72

スクラッチの部・一般 太田仁彩 （チェリーレイク） 78（39-39） 6223Y 72

スクラッチの部・シニア 西村雪代 （グランシエロ） 82（42-40） 6223Y 72

戦況 アンダーハンディの部 伊東尚代 （CRC白山ヴィレッジ）
81（41-40）

H11.0　N70.0
5514Y 72

開催日 2012年6月7日 （平成２４年） Score Yards Par

開催コース スリーレイクスカントリークラブ 総合の部 松平真佐美 （フリー） 68（33-35） 6078Y 72

優勝賞金 天候 晴れ プロの部 松平真佐美 （フリー） 68（33-35） 6078Y 72

スクラッチの部・一般 鈴木麻綾 （チェリーレイク） 74（36-38） 6078Y 72

スクラッチの部・シニア 国本清子 （ライオンズ） 83（43-40） 6078Y 72

戦況 アンダーハンディの部 新海由美 （名四）
82（39-43）

H15.0　N67.0
5150Y 72

第６回大会から名称変更。「三重県女子アマ・プロゴルフ選手権競技」から「三重県女子オープンゴルフ選手権競技」となった。

開催日 2011年6月2日 （平成２３年） Score Yards Par

開催コース スリーレイクスカントリークラブ 総合の部 鈴木麻綾 （チェリーレイク） 74（39-35） 6349Y 72

優勝賞金 天候 雨のち曇り プロの部 鈴木佳恵 （東名古屋） 74（37-37） 6349Y 72

スクラッチの部・一般 鈴木麻綾 （チェリーレイク） 74（39-35） 6349Y 72

スクラッチの部・シニア 有城美代 （伊勢） 90（49-41） 6349Y 72

アンダーハンディの部・一般 新海由美 （名四）
89（45-44）

H15.2　N73.8
5577Y 72

アンダーハンディの部・シニア 長谷川あけみ （鈴峰）
101（51-50）
H29.9　N71.1

5577Y 72

第１回から第５回大会までの名称は「三重県女子アマ・プロゴルフ選手権競技」

開催日 2010年6月3日 （平成２２年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 藤田あゆみ （南愛知） 69（34-35） 6400Y 72

優勝賞金 天候 - プロの部 藤田あゆみ （南愛知） 69（34-35） 6400Y 72

スクラッチの部・一般 吉川美香 （松阪） 74（38-36） 6400Y 72

スクラッチの部・シニア 増田邦子 （西日本セブンスリー） 84（43-41） 6400Y 72

アンダーハンディの部・一般 飯田香里 （西日本セブンスリー）
83（41-42）

H26.4　N56.6
5497Y 72

アンダーハンディの部・シニア 木下千恵子 （名阪チサン）
81（41-40）

H13.7　N67.3
5497Y 72

開催日 2009年6月11日 （平成２１年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 乃村三枝子 （フリー） 72（36-36） 6400Y 72

優勝賞金 天候 - プロの部 乃村三枝子 （フリー） 72（36-36） 6400Y 72

スクラッチの部・一般 鈴木麻綾 （チェリーレイク） 72（35-37） 6400Y 72

スクラッチの部・シニア 青木綾子 （四日市） 83（42-41） 6400Y 72

アンダーハンディの部・一般 飯田香里 （西日本セブンスリー）
92（45-47）

H28.4　N63.6
5497Y 72

アンダーハンディの部・シニア 南野玲子 （三重フェニックス）
81（40-41）

H12.8　N68.2
5497Y 72

開催日 2008年6月5日 （平成２０年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 山中　恵 （グレイスヒルズ） 75（38-37） - 72

優勝賞金 ３０万円 天候 雨 プロの部 山中　恵 （グレイスヒルズ） 75（38-37） - 72

スクラッチの部・一般 松尾智子 （リオフジワラ） 85（44-41） - 72

第11回

各部優勝者

プロ 18名（1）
スクラッチの部・一般　33名（1）［内国体参考競技の部 18名］
同・シニア　　32名(2) ［内日本スポーツマスターズ代表選考の部 14
名］
アンダーハンディの部 4名(1)
朝から青空が広がり、風もほとんどない絶好のゴルフ日和となった。部
門別に3つのティーが用意された。青ティーはプロとスクラッチ一般の
部、ゴールドティーは50歳以上のスポーツマスターズとスクラッチシニ
アの部、そして赤ティーのアンダーハンディキャップの部。

強風の中、総合の岩周は4ﾊﾞｰﾃﾞｨ1ﾎﾞｷﾞｰ。ﾛｰｱﾏは濱田と山下加衣（鳥
羽）のﾌﾟﾚｰｵﾌ、6ﾎｰﾙ目に決着。

第10回

各部優勝者

参加人数
プロの部19名／スクラッチの部・一般66名／スクラッチの部・シニア29
名／アンダーハンディの部9名

鈴木は2位と1打差の勝利に「地元で勝てて嬉しい」。ローアマの藤岡は
津田学園高3年、吉川美香（松阪）とのプレーオフを制した。季節外れ
の台風6号接近中で、朝から強い風、雨はさほど降らずに終了した。

三重県女子オープンゴルフ選手権競技　歴代優勝者

第9回

各部優勝者

参加人数
プロの部32名／スクラッチの部・一般31名／スクラッチの部・シニア19
名／アンダーハンディの部8名

第3回

各部優勝者

参加人数
プロの部45名／スクラッチの部・一般17名／スクラッチの部・シニア17
名／アンダーハンディの部・一般13名／アンダーハンディの部・シニア
28名

スクラッチシニアの部は、増田と乗松裕子（メトロポリタン）のプレーオ
フ。

プレーオフの末、アマチュアの鈴木麻綾が総合優勝。

プロの部33名／スクラッチの部・一般16名／スクラッチの部・シニア13
名／アンダーハンディの部・一般3名／アンダーハンディの部・シニア21
名

第4回

各部優勝者

参加人数
プロの部42名／スクラッチの部・一般24名／スクラッチの部・シニア16
名／アンダーハンディの部・一般20名／アンダーハンディの部・シニア
30名

第5回

戦況

戦況

スクラッチの部、プロ３人とアマの中学３年生鈴木の４人でプレーオフ。

各部優勝者

参加人数

第6回

各部優勝者

参加人数

プロの部38名／スクラッチの部・一般20名／スクラッチの部・シニア10
名／アンダーハンディの部・一般16名／アンダーハンディの部・シニア
24名

戦況

第7回

各部優勝者

第8回

各部優勝者

スクラッチ一般は、太田と吉川美香（松阪）とのプレーオフ。

参加人数
プロの部31名／スクラッチの部・一般13名／スクラッチの部・シニア16
名／アンダーハンディの部・28名

松平プロと鈴木佳恵プロ（東名古屋）のプレーオフ。

参加人数
プロの部25名／スクラッチの部・一般21名／スクラッチの部・シニア21
名／アンダーハンディの部30名
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スクラッチの部・シニア 乗松裕子 （メトロポリタン） 88（44-44） - 72

アンダーハンディの部・一般 本郷美穂 （ローモンド）
83（41-42）

H11.0　N72.0
- 72

アンダーハンディの部・シニア 橋本由子 （グランシエロ）
94（44-50）

H21.0　N73.0
- 72

開催日 2007年5月31日 （平成１９年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 天野公恵 （西日本セブンスリー） 70（33-37） - 72

優勝賞金 天候 - プロの部 天野公恵 （西日本セブンスリー） 70（33-37） - 72

スクラッチの部・一般 中村美由紀 （ジャパンクラシック） 78（37-41） - 72

スクラッチの部・シニア 岩佐洋子 （三重中央） 78（40-38） - 72

アンダーハンディの部・一般 樋口明美 （三学連）
81（41-40）

H21.0　N60.0
- 72

アンダーハンディの部・シニア 中川ちえ子 （伊勢中川）
87（43-44）

H19.0　N68.0
- 72

開催日 2006年6月8日 （平成１８年） Score Yards Par

開催コース 西日本セブンスリーゴルフクラブ 総合の部 吉田淑恵 （グレイスヒルズ） 73（37-36） - 72

優勝賞金 天候 - プロの部 吉田淑恵 （グレイスヒルズ） 73（37-36） - 72

スクラッチの部・一般 森　美穂 （リンクス大山田・MGRA） 74（40-34） - 72

スクラッチの部・シニア 国本清子 （ライオンズ） 83（40-43） - 72

アンダーハンディの部・総合 櫻木仁美 （鈴峰）
88（45-43）
H27　N61

- 72

アンダーハンディの部・シニア 出口江美 （伊勢中川）
85（43-42）
H20　N65

- 72

第１回

参加人数
プロの部38名／スクラッチの部・一般18名／スクラッチの部・シニア13
名／アンダーハンディの部・一般20名／アンダーハンディの部・シニア
41名

戦況

ローアマは、一般の部中村とシニアの部岩佐のプレーオフ対決。岩佐
に軍配。

参加人数
プロの部25名／スクラッチの部・一般37名／スクラッチの部・シニア15
名／アンダーハンディの部72名

戦況

スクラッチ・一般の部で森美穂と吉川美香（松阪）のプレーオフ。

各部優勝者

各部優勝者

第3回

第2回

参加人数
プロの部45名／スクラッチの部・一般17名／スクラッチの部・シニア17
名／アンダーハンディの部・一般13名／アンダーハンディの部・シニア
28名

戦況

強く降る雨の中の激闘。３クラスでプレーオフ。
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