
期日：2021年6月7日（月）　

会場：狭山ゴルフ・クラブ  西・東コース（6,641Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 67 高木 優奈　 高久 ゆうな　 薮田 梨花　

4 68 原田 葵　 植竹 希望　

6 69 中澤 瑠来　@ 金城 和歌奈　 識西 諭里　

9 70 辻 梨恵　※ 堀 琴音　※ 勝見 梓　@ 長谷川 愛美　@ 福山 恵梨　

14 71 稲垣 那奈子　@ 鶴岡 果恋　 新田 彩乃　 幡野 夏生　 小西 瑞穂　

19 72 河野 杏奈　 常 文恵　 高久 みなみ　 鬼塚 貴理　@ 小野田 寧々　@ 瀬賀 百花　 宮崎 乙実　

26 73 木戸 愛　 笹原 優美　 神谷 そら　@ 武尾 咲希　 横山 珠々奈　@ 高橋 恵　 乗富 結　 岩橋 里衣　

辻岡 愛理　 小林 瑞季　 須江 唯加　

37 74 吉川 くるみ　 宮田 成華　 間中 りょう　@ 堀内 明莉　 佐藤 靖子　

42 75 岩崎 美紀　@ 四村 彩也香　 市村 杏　@ 石川 茉友夏　 逢澤 菜央　 関野 愛美 西山 ゆかり　 大郷 光瑠　@

原田 瑠璃南　@ 石川 陽子　 山崎 優　@ 神谷 奈恵　@ 深谷 琴乃　@ 楠本 彩乃　 高山 佳小里　 小橋 絵利子　

熊倉 莉子　 吉川 桃　 境原 茉紀　

61 76 森　彩乃　@ 神谷 もも　@ 今 綾奈　 松岡 華　@ 中村 珠莉香　@ 吉野 早紀　@ 村田 理沙　 佐藤 美優　@

斉藤 里奈　@ 安西 美優　@ 清水 遼奈　@ 石川 彩　 齋藤 華音　@ 山本 華菜音　@ 大塚 由姫乃　@ 野口 恵美　@

木村 友香　@

78 77 早川 夏未　@ 山内 鈴奈　@ 新藤 励　@ レボノウィッチ ミナミ　吉田 潔咲　@ 松尾 美咲　@ 菊地 りお　

85 78 関 ほの花　@ 角田 夢香　@ 吉田 莉生　@ 竹本 梨奈　 相場 彩那　@ 中澤 凜音　@ 成田 瑛麻　@ 西田 茉楓　

奥村 穂夏　@ 兼岩 美奈　

95 79 芳賀 幸瞳　@ 星野 杏奈　@ 金野 優菜　@ 西山 知里　@ 青木 茉里奈　 井上 渚　@ 青井 麻瑚　@ 莇 菜都美　

103 80 青野 紗也　 西山 沙也香　 和田 委世子　 今野 りお　@ 濱野 紗綺　@

108 81 大村 桃葉　@ 渡辺 桜紫　@

110 82 森 紗也佳　@ 長田 若菜　 保坂 萌々　

113 83 池上愛菜＠D

114 84 濱野 希　

115 85 村田 結@ D 茶木 詩央　@ 室原 好乃実　@

86
87
88

118 89 斎藤 彩絵　@

欠場 小倉 彩愛　@ 竹内 美雪　 臼井 麗香　 藤本 麻子　 勝亦 令奈　@ 梅田 日陽　

棄権 林 菜乃子　

失格

最終予選への通過者

69ｽﾄﾛｰｸまでの8名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による70ｽﾄﾛｰｸの2名（※印）の合計 10名

2021年度（第54回）日本女子オープンゴルフ選手権　地区予選（2Bブロック）成績表

参加者119名（アマチュア58名、プロフェッショナル61名）

PLAYER

天　候：晴れ


