
期日：2022年6月20日（月）　

会場：美奈木ゴルフ倶楽部（6,447Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 64 藤本 麻子　

2 67 藤井 美羽　@

3T 68 木下 彩　 金城 茉南　

5T 69 原田 佳奈　@ 石田 可南子　 山下 真生　

8T 70 植田 梨奈　 大城 さつき　 大賀 裕花　@ 井上 蒼海奈　@

12T 71 鍋島 海良　 石 昱莉　 山下 加衣　 神谷 もも　@ 浜崎 未来　 福岡 靖菜　 岡田 樹花　@

19T 72 ※寺田 紅蘭　※木ノ下 美宇　@※安福 千乃　 湯浅 芹　@ 西田 茉楓　 田中 こころ　@ 西山 星空　@ 松本 春香　

青井 麻瑚　 小宮 満莉花　

29T 73 都 玲華　@ 福田 侑子　 三井 優奈　@ 山田 胡花　@ 井手 絵愛里　@ 岡田 梨沙　@ 田中 梨夏子　 谷頭 さつき　

木下 遥　@ 山田 萌結　@ 福田 美来　@ 山本 彩乃　 内藤 舞美　@ 後藤 あい　@ 田村 和　 辻岡 愛理　

森 愉生　@ 円角 有希　

47T 74 中道 ゆい　@ 薮下 真衣　 川中 俊果　 丸山 祐香　@ 大久保 柚季　@ 横井 もも　 藤崎 咲良　 與語 優奈　@

金城 沙希　 唐木田 梨乃　@ 金谷 一希　@ 山本 紗愛　@ 岡田 清楓　 北川 紗玖楽　@

61T 75 林 希莉奈　@ 熊澤 亜美　 吉桑 晴美　 中西 悠加　@ 森村 美優　@ 清本 美波　@ 益永 彩未　@ 平岡 瑠依　

安井 愛　@ 境原 茉紀　 鳥居 さくら　@ 小橋 絵利子　 田中 陽菜　@ ユ ヘリン　@ 賀数 心南　@ 西村 雛　@

松原 由美　 西 智子　

79T 76 中村 心　@ 渡邊 詩織　 島田 朋美　 向井 七海　@ 簣戸 佐結理　@ 大西 穂佳　@ 山邊 里奈　 三浦 菜緒　

大久保 有穂　 勝見 莉衣　@ 宮城 柚　@ 木下 智穂　 永田 萌夏　 前田 愛結　@ 山本 瑠奈　@ 井塚 早紀　

細峪 七々　@ 中西 風香　@ 高谷 理央　@

98T 77 國分 彩那　@ 日比野 邑香　@ 岡 里音　@ 中山 凜花　@ 中村 若菜　 中嶋 月葉　@ 下田 沙幸　@ 前田 衣里奈　

田中 瑞代　

107T 78 山本 真生　@ 安東 茉優　 神谷 ひな　@ 大宮 理瑚　@ 前里 奈々　@ 吉水 里帆　@ 梅田 彩里　@

114T 79 鳴川 愛里　 松浦 美侑　 佐田山 鈴樺　 森下 芽彩　@ 魚見 萌桃　@ 円角 育未　@

120T 80 松田 雫　@ 高木 美佑　@ 岡 初紀　@ 田口 桜子　@ 鵜飼 桃　 加藤 沙弥　 森 美穂　 森田 早紀　@

田所 さあら　@

129T 81 宮城 杏　@ 松本 來海　@MURANAKA RARA　@

132T 82 河野 るい　@ 益永 理央　@ 畠田 瑠　@

135T 83 岡嵜 マイヤ　@ 金谷 希優　@

137 84 中尾 彩乃　

138 89 丹羽 櫻　@

欠場 安田 祐香　 仁井 優花　

棄権

失格
池ヶ谷 瑠菜　@

最終予選への通過者

71ｽﾄﾛｰｸまでの18名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による 72 ｽﾄﾛｰｸの 3名（※印）の合計21 名

2022年度（第55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  138名　プロフェッショナル57名／アマチュア81名 

PLAYER

天　候：晴れ

最終予選シード


