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ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会 

大 会 要 項（抜 粋） 
 

       名  称    「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会」 
 

       主  催 ダイキン工業株式会社 ／ 琉球放送株式会社 

      後  援 沖縄県ゴルフ事業連絡協議会  ／ 沖縄タイムス社   

       協  力 琉球ゴルフ倶楽部 

会  場 琉球ゴルフ倶楽部 
 

       競技日程 予選ラウンド（１８Ｈ） ２０２０年 １月２７日（月）    

                 決勝ラウンド（１８Ｈ）       １月２８日（火）    
        

  

 参加資格  沖縄県在住又は沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤー及び主催者の推薦するプレーヤー。 

  ※小学生の出場については以下の大会該当者及び 

同等のレベルにあると主催者が認める選手。 

  ①沖縄県民ゴルフジュニア選手権大会 小学生高学年（5・6年生）の部女子の上位者 

  ②沖縄ジュニア選手権大会 小学生高学年（4～6年生）の部女子の上位者 

  ③沖縄女子ゴルフ選手権大会 小学生参加者 

              ※出場希望者が上記①、②、③の大会で小学生女子の部上位10以内が目安となります。 

 

      募集人員 ２４０名 （但し、 申込者が１８０人を超えた場合は南コースも使用して開催します。 
 

使用コース     組合せは、主催者に一任とさせていただきます 

及び組合せ    ハンディキャップ １～15 までの方は、西→東コースからのスタート 

             ハンディキャップ 16 ～40 までの方は、東→南コース、南→西コースからのスタート 

             ※ただし、組合せ上 コース変更もあります。 
 

      参 加 料 無料 

プレーフィ プレー費用は参加者で負担いただきます 
 

       受付期間  ２０１９年１２月２０日（金）まで 
 

       申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、ＲＢＣダイキンオーキッド事務局迄お申込下さい。 

          （ＴＥＬ（０９８）８６４－２２００ ／ ＦＡＸ（０９８）８６４－２２０１）   

            

 ※お申込み後は、必ずお電話でご確認ください。 

 お問い合せ時間：平日９：３０～１７：３０ 

 ※お申込み用紙は、ＲＢＣホームページからダウンロードできます。  

http://www.rbc.co.jp 
 

       競技方法 予選ラウンド（初日） 

ダブルペリア方式で実施。 

                   なお、グロスでの成績が全体の上位３０位タイまでの選手が 

 翌日の決勝ラウンドに進みます。（表彰式欠席の場合は対象となりません） 
 

         決勝ラウンド（2日目） 

予選ラウンドと決勝ラウンドの合計スコアにより順位を決定します。 

※タイスコアの場合は決勝ラウンドスコア、決勝ラウンドの１８Ｈからのカウントバック方式によって 

決定します。 

                        ※原則として２日間の合計ストロークが１６４以内としますが、天候等の諸条件を鑑み、最終的には主催者が決定します 
 

       本大会出場者 アマチュアゴルフ選手権大会からの本大会出場者は、4名となります（下記該当者を含む）。 

          １．特別推薦枠（沖縄在住もしくは沖縄県出身者） 

            2019日本女子アマチュア選手権 優勝者 

     2019日本女子学生ゴルフ選手権 優勝者 

           ※但し、本大会開催においてアマチュア資格を有する者に限る。 

  ※上記以外の大会にても２０１９年に顕著な成績を収めた者については主催者推薦にて 

  本大会に出場できる場合がある。 

          ２．予選ラウンド、最終選考会が荒天のため中止になった場合は下記大会の成績を勘案して、 

            主催者及び運営委員会と競技委員会で決定し、推薦する。 

           ・2019年のダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会最終選考会出場者 

 ・第41回（2019年）沖縄女子ゴルフ選手権上位者 
 

             ※ＬＰＧＡトーナメント規約により、ダイキンオーキッド本戦初日2020年3月5日（木）時点で13歳未満の

選手は本大会に出場できません。 

             13歳未満の選手がアマチュア大会にて4位以内に入選した場合は、本大会出場の権利が5位以下の選手に繰

り下がります。 

 

  表  彰      競技終了後、成績を発表及び表彰式を行います。予選ラウンドで、ダブルペリア方式により優勝他、飛び

賞等の各賞を表彰し、賞品を贈呈。参加者１８０人を超えた場合はコース別で成績表を算出し、表彰しま

す。最終選考会では、ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントの出場権獲得選手を表彰し、記念

品を贈呈。尚、表彰式欠席の場合は、賞の対象となりません。 

       競技規則   ＪＧＡゴルフ規則及び大会特別ルールによります。 

 

  ＜本大会に関するお問い合わせ先＞ 

                       那覇市久茂地２丁目３番１号 

                     琉球放送ダイキンオーキッド事務局  担当:前田・城間・福元 



                   ＴＥＬ （０９８）８６４―２２００ 

 

ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会 成績と通過者の本戦での成績 

 
 資格 選手名 資格 選手名

第1回大会 1位 新崎　弥生 162 予選落ち（T101） 第16回大会 1位 伊波　杏莉 146 予選落ち(T59)
（1997） 2位 白石　丞子 160 予選落ち（T98） （2012） 2位 大城美南海 150 予選落ち(T89)

3位 大井　幸子 162 予選落ち（T101） 3位 山城　奈々 152 予選落ち(T96)
4位 島袋　栄子 160 予選落ち（T98） 4位 大城ちはる 148 予選落ち(T77)

第2回大会 1位 比嘉ゆかり 159 予選落ち(T106) 推薦 比嘉真美子 211 ベストアマ(T16)
（1998） 2位 池宮冨士子 166 予選落ち(108) 推薦 澤田沙都子 157 予選落ち(T106)

3位 大井　幸子 157 予選落ち(T103) 推薦 翁長　由佳 157 予選落ち(T106)
4位 松村　靖子 159 予選落ち(T106) 諸見里しのぶプロ　211(T16)、上原美希プロ　214(T31)、

第3回大会 1位 上原　彩子 150 予選落ち(T91) 川満陽香理プロ　216(40)、上原彩子プロ　217(T46)、

（1999） 2位 宮里　弘子 149 予選落ち(T87) 宮里美香プロ　147(予選落ち　T68)、大城さつきプロ　150(予選落ち　T89)

3位 新崎　弥生 148 予選落ち(T74) 第17回大会 1位 大城美南海 149 予選落ち(T93)
4位 松村　靖子 151 予選落ち(T96) （2013） 2位 山城　奈々 147 予選落ち(T84)

第4回大会 1位 宮里　藍 147 予選落ち(T60） 3位 比嘉　怜羅 171 予選落ち(108)
（2000） 2位 諸見里しのぶ 154 予選落ち(T96) 4位 新垣　比菜 211 ベストアマ(T28)

3位 上原　彩子 153 予選落ち(T93) 推薦 澤田沙都子 158 予選落ち(107)
4位 松村　靖子 156 予選落ち(T103) 宮里美香プロ　208(T12)、上原彩子プロ　212(T32)、

第5回大会 1位 諸見里しのぶ 228 ベストアマ(T51) 大城さつきプロ　213(T36)、上原美希プロ　214(T39)、

（2001） 2位 上原　彩子 148 予選落ち(T56) 諸見里しのぶプロ　215(T46)、与那嶺未来プロ　146(予選落ち　T76)、

3位 宮里　藍 150 予選落ち(T69) 新崎弥生プロ　146(予選落ち　T76)、比嘉真美子プロ　147(予選落ち　T84)、

4位 白石　丞子 162 予選落ち(106) 川満陽香理プロ　148(予選落ち　T90)、山口春歌プロ　154(予選落ち　106)

第6回大会 1位 諸見里しのぶ 220 ベストアマ(T44) 第18回大会 1位 新垣　比菜 217 ベストアマ(T21)
（2002） 2位 金井　智子 158 予選落ち(T105) （2014） 2位 金城　沙希 158 予選落ち(105)

3位 上原　彩子 148 予選落ち(T60） 3位 比嘉　梨沙 155 予選落ち(T96)
4位 宮里　弘子 156 予選落ち（T98） 4位 伊波　杏莉 225 60位

第7回大会 1位 宮里　美香 218 ベストアマ(T30) 比嘉真美子プロ　210(T2)、宮里美香プロ　216(T15)、

（2003） 2位 照屋　れな 150 予選落ち(T68) 上原彩子プロ　218(T26)、新崎弥生プロ　218(T26)、

3位 新垣　留美 166 予選落ち(107) 山城奈々プロ　223(57)、大城さつきプロ　224(T58)、

特別 宮里　藍 223 50位タイ 上原美希プロ　149(予選落ち　T62)、諸見里しのぶプロ　150(予選落ち　T72)、

上原彩子プロ　218(T30)、新崎弥生プロ　150(予選落ち　T68) 川満陽香理プロ　151(予選落ち　T76)、大城美南海プロ　152(予選落ち　T84)

第8回大会 1位 諸見里しのぶ 213 ベストアマ(T5) 第19回大会 1位 新城莉李亜 150 予選落ち(T78)
（2004） 2位 宮里　美香 215 8位タイ （2015） 2位 新垣　比菜 217 ベストアマ(T33)

3位 大井　幸子 165 予選落ち(108) 3位 仲西　菜摘 159 予選落ち(T105)
4位 照屋　れな 158 予選落ち(T105) 4位 砂川　翔子 157 予選落ち(104)

宮里　藍プロ　206(優勝)、上原彩子プロ　152(予選落ち　T75) 5位 古波蔵　希 151 予選落ち(T91)
第9回大会 1位 金井　智子 166 予選落ち(107) 川満陽香理プロ　208(4)、宮里美香プロ　209(T5)、

（2005） 2位 大城さつき 165 予選落ち(T105) 諸見里しのぶプロ　211(T10)、比嘉真美子プロ　216(T28)、

3位 上原　美希 165 予選落ち(T105) 金井智子プロ　150(予選落ち　T78）、大城美南海プロ　150(予選落ち　T78)、

特別 宮里　美香 224 16位タイ 上原彩子プロ　151(予選落ち　T91)

推薦 諸見里しのぶ 224 ベストアマ(T16) 第20回大会 1位 佐渡山理莉 154 予選落ち(T88)
宮里　藍プロ　226(T27)、上原彩子プロ　156(予選落ち　T66) （2016） 2位 新城莉李亜 160 予選落ち(T105)
第10回大会 1位 上原　美希 151 予選落ち(T76) 3位 比嘉　梨沙 156 予選落ち(T99)

（2006） 2位 笠　りつ子 217 ベストアマ(T21) 4位 金城　沙希 160 予選落ち(T105)
(熊本県出身） 推薦 新垣　比菜 296 ベストアマ(T35)

3位 大城さつき 151 予選落ち(T76) 上原美希プロ 292(T19)、大城さつきプロ 298(T42)、

4位 澤田沙都子 156 予選落ち(T102) 山里愛プロ 149(予選落ち T52)、諸見里しのぶプロ 151(予選落ち T71)、

諸見里しのぶプロ　215(T15)、上原彩子プロ　219(T29)、 比嘉真美子プロ 151(予選落ち T71)、川満陽香理プロ 152(予選落ち T80)、

宮里弘子プロ　150(予選落ち　T68） 上原彩子プロ 154(予選落ち T88)、大城美南海プロ 157(予選落ち T101)

第11回大会 1位 大城さつき 150 予選落ち(T67) 第21回大会 1位 金城　沙希 151 予選落ち(T61)
（2007） 2位 澤田沙都子 154 予選落ち(T92) （2017） 2位 佐渡山理莉 155 予選落ち(T86)

3位 金井　智子 150 予選落ち(T67) 3位 星川ひなの 155 予選落ち(T86)
4位 仲村渠　円 170 予選落ち(108) 4位 比嘉里緒奈 153 予選落ち(T78)
推薦 宮里　美香 218 ベストアマ(T28) 推薦 新垣　比菜 297 ベストアマ(T46)

宮里　藍プロ　213(T4)、上原彩子プロ　214(T7)、

諸見里しのぶプロ　150(予選落ち　T67)、宮里弘子プロ　155(T99)

第12回大会 1位 上原　美希 151 予選落ち(T83) 川満陽香理プロ 297(T46)、宮里藍プロ 301(T59)、

（2008） 2位 比嘉真美子 151 予選落ち(T83) 諸見里しのぶプロ 153(予選落ち T78)、山里愛プロ 156(予選落ち T91)

3位 澤田沙都子 153 予選落ち(T92) 第22回大会 1位 新城莉李亜 214 ベストアマ(T23)
4位 与那嶺真代 165 予選落ち(106) （2018） 2位 千葉　　華 221 57位
推薦 川満陽香理 149 予選落ち(T75) 3位 金城和歌奈 153 予選落ち(T103)

上原彩子プロ　212(T13)、諸見里しのぶプロ　213(T18)、 4位 仲田　　葵 153 予選落ち(T103)
新崎弥生プロ　221(T50)、宮里弘子プロ　152(予選落ち　T88)

第13回大会 1位 川満陽香理 159 予選落ち(T105) 上原彩子プロ214（T23）、上原美希プロ218（T43）

（2009） 2位 森長真理子 223 53位タイ 新垣比菜プロ219（T52）

3位 垣花　彩那 153 予選落ち(T94)
4位 比嘉真美子 213 ベストアマ(T12) 大城さつきプロ150（予選落ち T86）、山里　愛プロ152（予選落ち T98）

上原彩子プロ　210(T2)、諸見里しのぶプロ　217(T33)、 ※2018年度本大会は、3R競技中止（荒天の為）。54ホールに短縮

金井智子プロ　154(予選落ち　T99）、新崎弥生プロ　欠場 第23回大会 1位 金城　沙希 149 予選落ち(T75)
第14回大会 1位 山口　春歌 152 予選落ち(T90) （2019） 2位 比嘉　里緒菜 152 予選落ち(T96)

（2010） 2位 与那嶺未来 151 予選落ち(T82) 3位 星川ひなの 151 予選落ち(T89)
3位 山里　愛 225 ベストアマ(T58) 4位 翁長　由佳 152 予選落ち(T96)
4位 与那嶺真代 154 予選落ち(99)
推薦 澤田沙都子 151 予選落ち(T82)

諸見里しのぶプロ　211(T2)、宮里　藍プロ　213(T7)、 諸見里しのぶプロ147（予選落ち T55）、上原美希プロ148（予選落ち T71）、

上原彩子プロ　213(T7)、大城さつきプロ　218(T27)、 山城奈々プロ151（予選落ち T89）、金井智子プロ 151(予選落ち T89)

新崎弥生プロ　220(T40) 川満陽香里プロ 153(予選落ち T99)

第15回大会 1位 与那嶺未来 152 予選落ち(T90)
（2011） 2位 山口　春歌 158 予選落ち(T102)

3位 古波蔵　希 166 予選落ち(105)
4位 新垣　比菜 174 予選落ち(106)
推薦 与那嶺真代 157 予選落ち(T100)

上原美希プロ　216(T31)、上原彩子プロ　219(T44)、

諸見里しのぶプロ　220(T47)、大城さつきプロ　221(T51)、

川満陽香理プロ　222(53)、宮里美香プロ　148(T57)、

宮里　藍プロ　149(予選落ち　T63)

は本戦予選通過者

比嘉真美子プロ283（優勝）、新垣比菜286（T2）、宮里美香289（T8）、

上原彩子プロ 291(T13)、大城さつきプロ300（T47）、

2019年12月1日現在

本大会成績(ストローク、順位）本大会成績(ストローク、順位）

大城さつきプロ 284(T3)、比嘉真美子プロ 286(7)、宮里美香プロ 292(T25)、

上原彩子プロ 293(T27)、上原美希プロ 296(T43)、

諸見里しのぶプロ209（T3)、宮里美香プロ213（T17）

比嘉真美子プロ146（予選落ち T58）、川満陽香理プロ143（予選落ち T73）


