
大王製紙 エリエール レディス オープン アマチュア選手権・親善競技２００３

出 場 予 定 選 手（ハンディキャップ順）  計132名

№ 氏名 フリガナ 住所 年齢 所属 HD 備考（最近の戦績ほか）

1 坂本 優里 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾘ 愛媛 14 ｴﾘｴｰﾙGC松山 2 四国女子アマチュア選手権／３位（2003）

2 横峯 さくら ﾖｺﾐﾈ ｻｸﾗ 高知 17 明徳義塾高校（高知） 2 日本女子オープンゴルフ選手権（ローアマチュア）／優勝（2003）

3 那須 愛理 ﾅｽ ｱｲﾘ 香川 18 詫間ＣＣ（瀬戸内短大） 2 日米大学対抗選手権 ／15位（2003）

4 高橋 布由乃 ﾀｶﾊｼ ﾌﾕﾉ 愛媛 28 愛媛GC 2 愛媛女子アマチュア選手権／優勝（2003）

5 伊井 アケ美 ｲｲ ｱｹﾐ 愛媛 34 北条CC 2 四国女子アマチュア選手権／４位（2003）

6 前田 陽子 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｺ 香川 18 詫間ＣＣ 3 ファースト クォリファイング トーナメント（LPGA主催競技）／20位（2003）

7 曽根 良子 ｿﾈ ﾘｮｳｺ 愛媛 28 愛媛GC 3 ＲＮＢ杯アマゴルフ選手権（レディスの部）／８位（2003）

8 馬木 小百合 ｳﾏｷ ｻﾕﾘ 愛媛 37 松山国際GC 3 ＲＮＢ杯アマゴルフ選手権（レディスの部）／優勝（2003）

9 大路 麻里 ｵｵｼﾞ ﾏﾘ 香川 40 志度CC 3

10 二宮 薫 ﾆﾉﾐﾔ ｶｵﾙ 愛媛 43 今治CC 3 四国女子アマチュア選手権／優勝（2003）

11 西山 知里 ﾆｼﾔﾏ ﾁｻﾄ 愛媛 25 ｴﾘｴｰﾙGC松山 4 四国女子アマチュア選手権／24位（2003）

12 中谷 明美 ﾅｶﾀﾆ ｱｹﾐ 愛媛 40 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC 4 ＲＮＢ杯アマゴルフ選手権（レディスの部）／５位（2003）

13 走川 悦子 ｿｶﾞﾜ ｴﾂｺ 徳島 47 徳島GC 4

14 山本 久子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｺ 愛媛 52 愛媛GC 4 愛媛女子アマチュア選手権／２位（2003）

15 森本 由美 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐ 愛媛 54 愛媛GC 4 ＲＮＢ杯アマゴルフ選手権（レディスの部）／10位（2003）

16 吉本 はるよ ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾖ 愛媛 54 ｴﾘｴｰﾙGC松山 4 愛媛女子アマチュア選手権／17位（2003）

17 近藤 飛佳里 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 香川 17 詫間ＣＣ（香川西高校） 5 国民体育大会ゴルフ全国大会（少年女子の部：個人）／27位（2003）

18 生田 睦美 ｲｸﾀ ｱｷﾐ 徳島 28 徳島CC 5

19 藤井 里香 ﾌｼﾞｲ ﾘｶ 高知 38 土佐CC 5 徳島・月の宮レディースカップ（LPGAステップアップツアー）／97位（2003）

20 埜下 鶴美 ﾉﾉｼﾀ ﾂﾙﾐ 愛媛 42 土佐ﾕｰﾄﾋﾟｱCC 5 国体ゴルフ成年女子選手選考会／7位（2003）

21 坂東 由美子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 徳島 46 四国CC 5

22 藤野 志津子 ﾌｼﾞﾉ ｼﾂﾞｺ 徳島 47 御所CC 5

23 山内 佳子 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼｺ 愛媛 34 北条CC 6

24 山田 美紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 愛媛 34 松山ﾛｲﾔﾙGC 6

25 淺木 尚子 ｱｻｷﾞ ｼｮｳｺ 愛媛 38 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC 6

26 八束 佳津江 ﾔﾂﾂﾞｶ ｶｽﾞｴ 愛媛 47 松山ﾛｲﾔﾙGC 6

27 金平 優子 ｶﾈﾋﾗ ﾕｳｺ 愛媛 57 宇和島CC 6

28 二宮 歌奈子 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾅｺ 愛媛 18 今治CC 7 四国女子アマチュア選手権／２位（2003）

29 井ノ口 佳奈 ｲﾉｸﾁ ｶﾅ 愛媛 42 久万CC 7

30 松浦 芳子 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｺ 愛媛 49 宇和島CC 7

31 山本 みはる ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾊﾙ 愛媛 52 今治CC 7

32 菊池 和子 ｷｸﾁ ｶｽﾞｺ 愛媛 54 ｴﾘｴｰﾙGC松山 7

33 杉 敏子 ｽｷﾞ ﾄｼｺ 愛媛 56 松山ﾛｲﾔﾙGC 7

34 住田 幸子 ｽﾐﾀﾞ ｻﾁｺ 愛媛 59 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC 7

35 岸田 礼子 ｷｼﾀﾞ ﾚｲｺ 愛媛 29 松山小野CC 8

36 得能 光 ﾄｸﾉｳ ﾋｶﾘ 愛媛 43 松山国際GC 8



№ 氏名 フリガナ 住所 年齢 所属 HD 備考（最近の戦績ほか）

37 正路 ミサヲ ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｦ 愛媛 51 ﾁｻﾝCC北条 8

38 江東 君子 ｴﾄｳ ｷﾐｺ 徳島 52 新阿波CC 8

39 松岡 光柄 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂｴ 愛媛 58 松山ﾛｲﾔﾙGC 8

40 筒井 美佐 ﾂﾂｲ ﾐｻ 高知 30 9

41 中矢 美佳 ﾅｶﾔ ﾐｶ 愛媛 39 愛媛ﾊｲﾗﾝﾄﾞGC 9

42 松田 礼子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 徳島 49 徳島GC 9

43 黒川 順子 ｸﾛｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛 ﾁｻﾝCC北条 10

44 三好 光子 ﾐﾖｼ ﾐﾂｺ 愛媛 ﾁｻﾝCC北条 10

45 山崎 汐里 ﾔﾏｻｷ ｼｵﾘ 香川 17 詫間ＣＣ（香川西高校） 10

46 喜井 恵子 ｷｲ ｹｲｺ 香川 26 琴平CC 10

47 徳永 美鈴 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽｽﾞ 愛媛 29 琴平CC 10

48 中島 陽子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ 愛媛 32 松山ﾛｲﾔﾙGC 10

49 土居 和美 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾐ 愛媛 44 大洲ＧＣ 10

50 原田 京子 ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｺ 愛媛 50 松山ｼｰｻｲﾄﾞCC 10

51 高村 孝子 ﾀｶﾑﾗ ﾀｶｺ 愛媛 52 道後GC 10

52 垂水 君江 ﾀﾙﾐ ｷﾐｴ 徳島 55 ｴﾘｴｰﾙGC（財田） 10

53 細谷 美絵子 ﾎｿﾀﾆ ﾐｴｺ 愛媛 55 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC 10

54 伊賀 一子 ｲｶﾞ ｲﾁｺ 愛媛 56 久万CC 10

55 高尾 みち子 ﾀｶｵ ﾐﾁｺ 香川 57 ｴﾘｴｰﾙGC（財田） 10

56 和田 敏子 ﾜﾀﾞ ﾄｼｺ 愛媛 60 ｴﾘｴｰﾙGC松山 10

57 坂尾 美枝 ｻｶｵ ﾐｴ 徳島 64 徳島GC 10

58 村上 安子 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｺ 徳島 ﾚｵﾏ高原GC 11

59 青木 マチ ｱｵｷ ﾏﾁ 愛媛 51 松山国際GC 11

60 藤田 由美子 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐｺ 愛媛 51 松山国際GC 11

61 金和 康子 ｶﾅﾜ ﾔｽｺ 愛媛 54 松山GC 11

62 村山 みち子 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾁｺ 香川県 ｴﾘｴｰﾙGC（財田） 12

63 森本 ミサ子 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｺ 愛媛 59 ｴﾘｴｰﾙGC松山 12

64 井口 美紀 ｲｸﾞﾁ ﾐｷ 愛媛 53 松山ﾛｲﾔﾙGC 13

65 重松 ゆかり ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｶﾘ 愛媛 道後GC 14

66 徳住 なおえ ﾄｸｽﾞﾐ ﾅｵｴ 愛媛 44 大洲ＧＣ 14

67 岡部 百合恵 ｵｶﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛媛 46 松山ﾛｲﾔﾙGC 14

68 星山 陽子 ﾎｼﾔﾏ ﾖｳｺ 愛媛 51 今治CC 14

69 長谷部 英子 ﾊｾﾍﾞ ｴｲｺ 愛媛 48 大洲ＧＣ 15

70 豊島 千代 ﾄﾖｼﾏ ﾁﾖ 愛媛 54 今治CC 15

71 渡辺 民子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾐｺ 徳島 54 新阿波CC 15

72 山崎 京子 ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 愛媛 64 今治CC 15

73 丸井 美佐子 ﾏﾙｲ ﾐｻｺ 愛媛 29 ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC 16

74 高橋 五月 ﾀｶﾊｼ ｻﾂｷ 愛媛 47 愛媛ﾊｲﾗﾝﾄﾞGC 16

75 藤井 美樹子 ﾌｼﾞｲ ﾐｷｺ 愛媛 50 松山GC 16
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76 渡辺 君子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 愛媛 54 今治CC 16

77 金森 里美 ｶﾅﾓﾘ ｻﾄﾐ 愛媛 34 西条ＧＣ 17

78 永久 冨士子 ｴｲｷｭｳ ﾌｼﾞｺ 愛媛 48 ｴﾘｴｰﾙGC松山 17

79 奥村 恵子 ｵｸﾑﾗ ｹｲｺ 愛媛 64 ｴﾘｴｰﾙGC松山 17

80 河本 みゆき ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛媛 31 松山国際GC 18

81 倉田 和美 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾐ 愛媛 38 ｴﾘｴｰﾙGC松山 18

82 坂本 晴美 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ 高知 38 18

83 中川 豊美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾖﾐ 愛媛 50 松山国際GC 18

84 吉田 カヨ子 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖｺ 愛媛 55 松山国際GC 18

85 宮内 みどり ﾐﾔｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 愛媛 54 松山ﾛｲﾔﾙGC 19

86 加藤 登喜子 ｶﾄｳ ﾄｷｺ 愛媛 59 ｴﾘｴｰﾙGC松山 19

87 中島 マリ子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 愛媛 53 松山国際GC 20

88 丹生 すみよ ﾀﾝｾｲ ｽﾐﾖ 愛媛 55 愛媛ﾊｲﾗﾝﾄﾞGC 22

89 杉尾 良子 ｽｷﾞｵ ﾖｼｺ 愛媛 70 ｴﾘｴｰﾙGC松山 23

90 高嶋 照美 ﾀｶｼﾏ ﾃﾙﾐ 愛媛 47 宇和島CC 24

91 田村 千鶴 ﾀﾑﾗ ﾁﾂﾞﾙ 高知 31 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 26

92 松浦 光子 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂｺ 愛媛 60 松山小野CC 26

93 下八川 陽子 ｼﾓﾔｶﾜ ﾖｳｺ 高知 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙGC 27

94 山本 恵美 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 愛媛 13 余戸中学校（愛媛）

95 中谷 綾 ﾅｶﾀﾆ ｱﾔ 愛媛 23 道後GC

96 松崎 由花 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｶ 愛媛 26 道後GC

97 浪越 美智子 ﾅﾐｺｼ ﾐﾁｺ 香川 26

98 中川 リカ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｶ 愛媛 27

99 三好 重美 ﾐﾖｼ ｼｹﾞﾐ 香川 28

100 佐久間 恵理 ｻｸﾏ ｴﾘ 愛媛 31 道後GC

101 白石 美紀 ｼﾗｲｼ ﾐｷ 愛媛 33

102 小林 鈴子 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｺ 愛媛 51

103 向 晴美 ﾑｶｲ ﾊﾙﾐ 徳島 58 徳島GC

104 越智 恭子 ｵﾁ ｷｮｳｺ 愛媛 今治CC

105 奥 豊子 ｵｸ ﾄﾖｺ 徳島 徳島GC

106 澤田 綾子 ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｺ 徳島 徳島GC

107 藤原 絹子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾇｺ 徳島 徳島GC

108 小山 恵利子 ｺﾔﾏ ｴﾘｺ 東京 武蔵野高校（東京） 愛媛・松山市出身

109 丑田 めぐみ ｳｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高知 明徳義塾高校（高知）

110 浦 仁美 ｳﾗ ﾋﾄﾐ 高知 明徳義塾高校（高知）

111 木村 麻希 ｷﾑﾗ ﾏｷ 高知 明徳義塾高校（高知）

112 中村 美沙子 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｺ 高知 明徳義塾高校（高知）

113 金和 富子 ｶﾅﾜ ﾄﾐｺ 愛媛

114 兼本 みどり ｶﾈﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 愛媛
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115 久保 美加 ｸﾎﾞ ﾐｶ 愛媛

116 重川 奈知子 ｼｹﾞｶﾜ ﾅﾁｺ 愛媛

117 田所 きよみ ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾖﾐ 愛媛

118 中村 民子 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 愛媛

119 橋本 利江 ﾊｼﾓﾄ ﾘｴ 愛媛

120 森瀬 和子 ﾓﾘｾ ｶｽﾞｺ 愛媛

121 横田 知美 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾐ 愛媛

122 若松 順玉 ﾜｶﾏﾂ ｼﾞｭﾝｷﾞｮｸ 愛媛

123 渡部 恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 愛媛

124 渡部 初子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂｺ 愛媛

125 内田 美誇 ｳﾁﾀﾞ ﾐｶ 愛媛 33 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

126 門間 一美 ｶﾄﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 愛媛 42 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

127 重森 小夜子 ｼｹﾞﾓﾘ ｻﾖｺ 愛媛 48 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

128 進 香央里 ｼﾝ ｶｵﾘ 愛媛 24 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

129 武田 ひで子 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 愛媛 48 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

130 松本 純子 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛 30 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

131 南 靖恵 ﾐﾅﾐ ﾔｽｴ 愛媛 45 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ

132 村上 茜 ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾈ 愛媛 22 ｴﾘｴｰﾙGC松山 当クラブ／キャディ
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