
天　候：曇り

期日：2019年7月8日（月）　

会場：三木ゴルフ倶楽部（6,330Yards Par72） NO.　　１／１

RANK SCORE

1 65 植竹 希望　

2 68 仁井 優花＠ 立浦 琴奈　 廣田 真優　

5 69 倉田 珠里亜　 森井 菖　 高木 美咲＠ 山下 アミ＠

9 70 山田 成美　 西岡 利佳子＠ 前多 愛＠ 識西 諭里　 松原 由美　 川中 俊果＠ 薮田 梨花　 高田 花恋＠

安東 茉優　 サイ ペイイン　

19 71 小川 陽子　 大林 奈央　 雪野 若葉＠ 濱 美咲　 澤田 知佳　 亀田 愛里　 田村 亜矢　 鈴木 麻綾　

芦沢 衣里＠ 加藤 沙弥　 山邊 里奈＠ 川満 陽香理　 橋本 美月＠

32 72 種子田 香夏　 林 希莉奈＠ 手束 雅＠ 大久保 柚季＠ 城間 絵梨　 西村 加菜子　 神谷 そら＠ 岡田 樹花＠

清本 美波＠ 宮崎 乙実　 奥山 純菜＠ 瀬賀 百花　 藤崎 咲良＠ 竹山 佳林　 岩切 美空＠ 寺田 紅蘭　

荒木 美友　 小林 咲里奈　 土田 沙弥香　 成澤 祐美　 福田 裕子　 西 智子　

54 73 佐々木 史奈＠　 寺岡 沙弥香＠ 倉永 光里　 川崎 春花＠ 山城 奈々　 杉原 彩花＠ 川崎 志穂　 都 玲華＠

別所 あにか＠ 竹内 李奈＠ 豊永 志帆　

65 74 藤井 美羽＠ 岸部 桃子　 渡邊 詩織＠ 中井 美有　 西畑 萌香　 高橋 茉夢＠ 八上 ひかる　 立浦 葉由乃　

水木 春花＠ 松本 春香＠ 竹内 美雪　 長阪 綾苗＠ 山本 景子　 小林 光希＠ 吉桑 晴美　 金城 和歌奈　

園田 結莉亜＠ 宮田 志乃 永田 加奈恵＠

84 75 逢澤 菜央＠ 神谷 もも＠ 秋田 藍＠ 山田 彩歩　 橋本 穂乃佳＠ 平岡 瑠依　 久世 夏乃香＠ 浜崎 未来＠

岡 初紀＠ 山下 美樹　 山本 真生＠ 國分 彩那＠

96 76 松永 麻衣子　 湯浅 芹＠ 北村 響　 辻岡 愛理　 下室 舞弥＠ 竹原 美悠＠ 小川 うらら　 原田 佳奈＠

寺西 飛香留　 森村 美優＠

106 77 横山 紗蔵　 岡田 清楓　 福田 桂子　 江河 鈴＠ 藤田 かれん＠ 岡田 梨沙＠ 木村 綾杏＠ 酒井 優菜＠

長尾 美穂＠ 横山 栞子＠

116 78 渕野 ひかる＠ 土方 優花　 中島 凜＠ 石川 明日香　 酒井 里奈＠

121 79 堀内 美希＠ 松本 稀亜来＠ 後藤田 寧々　 田中 佑季＠ 吉水 里帆＠D 村上 美空＠ 東 風花　

128 80 山口 奏美＠ 細田 詩織＠

130 81 佐野 楓＠D

131 82 松本 有香子　 副田 あかり　

133 83 小野 星奈＠

134 84 種村 梨央＠ 田中 陽菜＠

136 85 周藤 可歩＠

137 86 山元 美月＠

138 88 長谷川 千尋＠

139 96 安藤 京佳　

欠場 田辺 ひかり　 川岸 史果　 沖 せいら　

長谷川 せら＠ 地区予選免除(女子アマ上位)

最終予選への通過者：71ｽﾄﾛｰｸまでの31名

2019年度（第52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　　１３９名

PLAYER


