
会場：

期日：
エントリー： 48名

出場： 45名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 中澤 瑠来 朝霞市立朝霞第二中2 73 (36、37) 41 近藤 楓美 柏市立柏第五中1 92 (44、48)

2 浅野 咲希 私立麗澤中2 75 (39、36) 42 岡田 佳朋 私立埼玉栄中3 92 (44、48)

3 中谷 舞 多古町立多古中3 75 (39、36) 43 岩淵 来愛 柏市立松葉中1 95 (49、46)

44 伊藤 藍月 大田区立志茂田中2 97 (48、49)

4 奥村 穂夏 笠間市立稲田中3 77 (39、38) 45 岩沢 璃寧 東金市立東中2 119 (56、63)

5 荻原 いなほ 私立本庄第一中2 77 (39、38) 欠場 佐藤 夏恋 市原市立辰巳台中1

6 米澤 弥夏 横浜市立瀬谷中3 77 (38、39) 欠場 関口 碧 私立埼玉平成中1

7 宇田 紗彩 町田市立南大谷中2 77 (37、40) 欠場 金澤 里伊満 私立茨城キリスト教学園中3

8 北村 安理 富士宮市立富士宮第四中3 77 (36、41)

9 安達 有沙 私立横浜雙葉中3 78 (40、38)

10 星野 瑠菜 清水町立清水中2 78 (39、39)

11 相原 紗奈 川崎市立宮崎中1 78 (39、39)

12 吉田 鈴 市川市立第三中2 78 (39、39)

13 野矢 彩華 私立麗澤中3 78 (37、41)

14 片瀬 すず 私立西武台千葉中3 79 (40、39)

15 勝亦 令奈 私立加藤学園暁秀中1 79 (37、42)

16 飛田 奏 取手市立取手第二中3 80 (41、39)

17 渡辺 世奈 八千代市立勝田台中1 80 (39、41)

18 山村 真鈴 私立日大第二中3 80 (39、41)

19 山本 華菜音 国立千葉大教育学部中2 81 (41、40)

20 大郷 光瑠 諏訪市立諏訪西中1 81 (41、40)

21 秋元 彩葉 川崎市立川崎中1 81 (40、41)

22 内山 愛梨 浜松市立入野中3 83 (43、40)

23 野矢 愛莉 柏市立柏中2 83 (43、40)

24 成田 月奈 江戸川区立松江第四中1 83 (42、41)

25 岡島 彩乃 千葉市立稲毛中1 83 (42、41)

26 古谷 優花 茅ヶ崎市立第一中1 84 (43、41)

27 高田 菜桜 千葉市立加曽利中2 85 (40、45)

28 佐野 楓 富士宮市立上野中3 86 (44、42)

29 長谷川 愛美 太田市立藪塚本町中1 86 (43、43)

30 津田 舞音 私立聖徳大女子中2 86 (42、44)

31 浅井 つかさ つくば市立春日学園義務教育中3 86 (42、44)

32 伊藤 叶 松戸市立第五中3 86 (40、46)

33 赤堀 まみ 私立和洋国府台女子中2 87 (42、45)

34 中澤 凜音 前橋市立宮城中1 88 (47、41)

35 倉田 天乃 板橋区立上板橋中3 88 (45、43)

36 今井 葉音 私立白百合学園中1 88 (43、45)

37 中谷 愛純 多古町立多古中1 88 (39、49)

38 高橋 優愛 私立日大第一中2 90 (45、45)

39 保坂 咲来 北本市立東中3 92 (47、45)

40 鈴木 夏瑠 千葉市立真砂中1 92 (47、45)

富里ゴルフ倶楽部( 6,208Yards   Par 72 )

8月17日(木)

平成29年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 女子12歳～14歳の部

以上、平成30年度関東女子ゴルフ選手権予選競技出場有資格選手 


