
天候： 曇り

期日：2022年7月8日（金）　

会場：浜野ゴルフクラブ（6,619Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 66 高久 ゆうな

2 67 神谷 そら@ 小楠 梨紗 権藤 可恋 佐伯 朱音 桑村 美穂@

7 68 田上 妃奈子

8 69 岩井 明愛 六車 日那乃@ 飯田 真梨 園田 結莉亜@ 熊倉 莉子 西村 美希 脇元 桜

15 70 ※稲垣 那奈子@ ※伊藤 花@ ※山城 奈々 ※辻 梨恵 ※遠藤 来夢@ ※宮崎 乙実 ※泉田 琴菜 鈴木 夏瑠@

伊藤 二花@

24 71 田村 良海 田村 萌来美@ 鬼塚 貴理 識西 諭里 播磨 知優 関口 碧@ 村田 理沙 廣田 真優

松岡 華@ 尾崎 小梅 川崎 志穂 高木 優奈 木内 真衣@ 平井 亜実 山村 彩恵 臼井 蘭世@

岩井 千怜

41 72 山口 すず夏 坂東 奈央@ 劉 依一 平野 ジェニファー 伊波川 彩名@ 鈴木 絢賀 脇元 華　 蟹江 美羽@

黒田 光理 香妻 琴乃 新田 彩乃 木村 美月 豊永 志帆 FENG SIMIN 岡村 優 小俣 柚葉@

57 73 西澤 歩未@ 田所 美沙樹 植手 桃子 種子田 香夏 内山 愛梨 平尾 遥@ 遠藤 夢里@ 松原 柊亜@

幡野 夏生 栗林 夏希@ 小貫 麗 飯田 夏葵@ 星川 ひなの 吉野 茜 西山 知里@

72 74 中川 梨華 金城 和歌奈 古川 茉由夏 萩生田 みらん@ 益田 世梨@ 鶴瀬 華月 三原 舞紀@ 深谷 琴乃＠

荒川 侑奈 倉田 珠里亜 本多 奈央 竹原 美悠@ 古屋 佑佳 杉山 もも＠

86 75 佐渡山 理莉 菊地 花霞 望月 美甫@ 茶木 詩央@ 乗富 結 高橋 恵 金野 優菜@ 水野 円琳@

緑川 瑞玲@ 村田 結@ 天野 真里奈@ 今井 鮎美

98 76 杉田 美紀@ 原 江里菜 三川 澄恵 松下 奈央 遠藤 桂音@ 坂井 留奈 倉林 夏@ 和田 委世子

高山 佳小里 杉山 さくら＠ 吉﨑 マーナ@ 阿部 桃子@ 柳下 春歌 安那 亜沙@ 西山 美希

113 77 芦沢 衣里 山本 優花@ 山本 華菜音@ 石川 陽子 速水 梨花@ 勝亦 令奈@ 城間 絵梨 芳賀 幸瞳@

121 78 勝田 花菜@ 本間 渉@ 佐藤 夏恋@ 間中 鈴子@ 林 瑚都@ 新谷 芽々@

127 79 小林 千夏 寺井 七海

129 80 石井 咲来@

130 81 七宮 紀美佳@ 柴崎 香凛@ 斎藤 彩絵@

133 82 井内 涼樺@ 新谷 優香@

135 83 中谷 玲@ 西澤 美李@ 渋野 暉璃子@

欠場 新宮 帆乃美 新海 美優　 松森 杏佳　 塚田 こと音@

棄権

失格

最終予選への通過者

69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70ｽﾄﾛｰｸの7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（2Bブロック）成績表

参加者　137名（プロフェッショナル：72名　　アマチュア：65名）

PLAYER

地区予選免除


