
天　候：晴れ

NO.　1／1

RANK SCORE

1 67 尾関 彩美悠@

68

2 69 竹内 美雪　

3 70 滝本 二葉　 大里 桃子　 小川 陽子　 瀬戸 瑞希　

7 71 丹 萌乃　 江澤 亜弥　 河本 結　 種子田 香夏　

72

11 73 吉本 ひかる　 今 綾奈　 森井 菖　 スタイヤーノ 梨々菜　 岡田 清楓　 垣 優菜@ 松永 王花@ 加賀其 真美　

北村 響　

20 74 澤田 知佳※ 梶谷 翼@※ 寺西 飛香留@※ 薮田 梨花@※ 高木 萌衣　 鍋島 海良@※ 大西 菜生@※ 沖 せいら　

小林 明子　

29 75 小西 瑞穂@ 浅井 咲希　 益田 世梨@ 坂口 悠菜@ 八上 ひかる　 山本 彩乃@ 東 葵　 城間 絵梨　

松森 杏佳　 後藤田 寧々　 島田 朋美　 阿部 未悠@ 坂下 莉彗子　 大林 奈央　

43 76 篠原 まりあ　 安東 茉優　 佐野 愛@ 木内 真衣@ 田中 瑞希　 桑木 志帆@ 山下 乃子　 新田 有希　

渋野 日向子　 宮田 志乃　 鬼塚 貴理@ 新田 彩乃　 幡野 夏生　 遠座 悠里@ 水木 春花@ 浜崎 未来@

高原 花奈@

60 77 成澤 祐美　 平岡 瑠依 山口 奏美@ 立浦 葉由乃　 青木 香奈子@ 仲村 果乃@ 安福 千乃　 奥山 友梨@

栗原 愛@ 酒井 優菜@ 篠崎 愛　 中野 恵里花@ 佐伯 珠音　 石川 夢香@

74 78 荒木 美友　 松原 由美　 商崎 鈴菜@ 梅津 真優美@ 木下 夏帆@ 横山 紗蔵　 坂下 莉翔子　 栗原 幸@

秋山 紗恵子　 園田 結莉亜@

84 79 木村 鈴菜@ 曽田 千春　 東 風花@ 熊澤 亜美　 魚見 萌桃@ 石山 千晶　 黒田 光理@ 桒原 愛果@

田上 妃奈子　 リン チャリサ　 都 玲華@ 山村 彩恵　 河野 あずみ@ 西木 裕紀子　 園田 あみ@ 藤井 礼子　

100 80 山口 史恩@ 田中 梨夏子　 山田 萌結@ 佐藤 美優@

104 81 但馬 友　 山口 璃千@ 小嶋 裕希美@ 林 瑚都@ 山内 優希@ 唐木田 妃菜@

110 82 中村 優海@ 中井 美有　 識西 諭里　 大宮 佳子@ 上田 萌々香@ 伊豆 里緒菜@

116 83 高橋 亜可里　 別所 あにか@ 四位 美森@ 岡 初紀@ 唐木田 梨乃@ 谷口 美月@ 辛島 寧那@ 高谷 理央@

124 84 中原 優子　 村田 朱絵里@ 柳井 紗奈@ 丸山 祐香@ 大橋 ありさ@

129 85 長谷川 せら@ 神社 佐也加@

86
87

131 88 大賀 裕花@

欠場 奥山 純菜@ 福岡 靖菜@ 中川 成美@ 鈴木 麻綾　 古川 茉由夏@ 山崎 琉日@ 山戸 未夢　 島田 紗@

井戸川 奈摘@ 立浦 琴奈　 島田 陽菜@ 緒方 菜摘@ 望月 綾乃　

棄権

失格

2018年度（第51回）日本女子オープンゴルフ選手権　地区予選（2Dブロック）成績表

参加者　131 名（アマチュア　68　名 ・ プロフェッショナル　63　名）

PLAYER

最終予選への通過者

73ｽﾄﾛｰｸまでの19名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による74ｽﾄﾛｰｸの6名（※印）の合計25名

会場：JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（6,489Yards　Par72）

期日：2018年7月30日（月）　


