
天　候：晴れ時々曇り

期日：2017年８月７日（月）　

会場：袖ヶ浦カンツリークラブ　新袖ｺｰｽ（6549Yards　Par72） NO.　　／

RANK SCORE

67
1 68 森田 理香子　 安田 彩乃　 香妻 琴乃　

4 69 柴田 香奈　 高木 優奈　

6 70 権藤 可恋　 稲見 萌寧@ 高久 あずさ　 本 明夏@ 鬼頭 桜　 松森 杏佳　 石川 陽子　 林 菜乃子　

鄭 在恩　

15 71 ※一ノ瀬 優希　 ※本多 奈央　 ※岡村 優　 ※植竹 希望　 リュウ　ベイブ 原 英莉花　 ※小滝 水音　 ※岩崎 沙織　

植竹 愛海@ ※堀 奈津佳　 保坂 真由　 ※岸部 桃子　

27 72 佐藤 耀穂　 越雲 みなみ　 馬場 由美子　 浪崎 由里子　 山城 奈々　 安福 千乃　 嶋田 江莉　 仲宗根 澄香　

小野 祐夢　

36 73 木村 彩子　 新田 彩乃　 伊藤 真利奈@ 脇元 華　 菊地 明砂美　 村田 理沙　 西山 美希　 深澤 陽香　

足立 由美佳　 伊藤 花@

46 74 堀内 明莉　 中川 梨華@ 篠崎 愛　 北村 響　 吉川 桃　 石川 彩　 柴 晴恵　 亀田 愛里　

桑原 萌　 川満 陽香理　 斉藤 裕子　 甲田 良美　 七宮 紀美佳@ 木戸 侑来　

60 75 熊谷 かほ　 乗富 結　 桑山 紗月@ 寺西 飛香留@ パーク リカ　 斉藤 愛璃　 鈴木 桂花@ 安納 昭江　

吉野 茜　 飯田 真梨@

70 76 吉田 茜　@ 石山 鼓都　 工藤 優海@ 大田 紗羅@ 山路 晶　 山田 佳奈　 高橋 ありさ@ 三川 澄恵　

小倉 ひまわり　 町田 涼紗　 高橋 恵　 山口 春歌　 和田 委世子　 大西 葵　 野澤 真央　 宮田 成華　

藤井 礼子　 中島 世衣良　 井上 莉花　 瀬賀 百花　 石田 舞　 木村 美月@ D

92 77 中島 真弓　 伊藤 栞奈　 久保 宣子　 森 美穂　 今 綾奈　 播磨 知優　 西 美貴子　 バンチョウソ@

100 78 井上 景湖　 鈴木 麗@ 杉山 美帆　 志賀 友香　

104 79 塩田 美樹子@ 横山 珠々奈@ 中園 美香　

107 80 荒川 侑奈　 金野 優菜@ 石倉 佳那子　 竹村 真琴　 室賀 千秋@

112 81 石山 千晶　 綾田 紘子　 嬉野 由@ 古屋 京子　 法月 一紗@

117 82 寺田 味花帆　 鈴木 愛佳子@ 金井 佳代@ 寒郡 ひな@ 藤森 未夕@

83
122 84 園田 紗理奈@ 大村 桃葉@

124 85 直井 梨瑛@

86
125 87 廣瀬 加奈　

126 93 姜　リサ@

欠場 篠原 まりあ　 幡野 夏生　 城間 絵梨　 黄 アルム　 滝本 二葉　 杉原 彩花　 田村 亜矢@ 後藤 恵　

イ ジウ　 松崎 奈未@ D

棄権
失格 新木 葉月　

最終予選への通過者

70ｽﾄﾛｰｸまでの14名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による71ｽﾄﾛｰｸの8名（※印）の合計22名

2017年度（第50回）日本女子オープンゴルフ選手権　地区予選（２Cブロック）成績表

参加者　126名

PLAYER


