
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 143名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 木村 円 水戸レイクス 72 (38、34) 長谷川 愛美 サンコー72 80 (41、39) 飯塚 優衣 関越ハイランド 84 (41、43) 白石 実零 サンコー72 90 (45、45)

2 星川 ひなの 日本大 73 (35、38) 森 はな オリムピック 80 (41、39) 高橋 幸 那須小川 84 (40、44) 中村 友香 水戸レイクス 90 (42、48)

3 夏野 香月 那須小川 74 (35、39) 井上 渚 那須小川 80 (38、42) 岡地 里香 東京五日市 84 (39、45) 加藤 風羽 石地シーサイド 90 (41、49)

4 中澤 瑠来 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 望月 美甫 富士チサン 80 (38、42) 篠崎 葵 オリムピック・レイクつぶらだ 84 (39、45) 126 呉 鍾淑 太田双葉 91 (46、45)

手塚 彩馨 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 46 早川 夏未 関東ジュニア 81 (45、36) 86 金野 優菜 那須小川 85 (48、37) 関口 美月 ヨネックス 91 (46、45)

坂井 留奈 那須小川 75 (34、41) 櫻井 梨央 水戸レイクス 81 (42、39) 柏木 瑠美 早稲田大 85 (45、40) 福岡 萌生 那須小川 91 (43、48)

7 髙橋 采未 諏訪湖 76 (41、35) 松原 由幸 ノースショア 81 (41、40) 高橋 夏奈 法政大 85 (44、41) 山室 結衣 オリムピック 91 (43、48)

岩崎 美紀 那須小川 76 (40、36) 小﨑 茜 新千葉 81 (41、40) 香川 安曇 東京国際大 85 (43、42) 岩谷 咲来 関東国際 91 (43、48)

諸橋 愛奈 三井の森蓼科 76 (39、37) 江原 侑美 サンコー72 81 (41、40) 間中 りょう TEAM KGA ジュニア 85 (42、43) 131 津田 舞音 石地シーサイド 92 (50、42)

山崎 花音 フォレスト 76 (38、38) 安藤 百香 那須小川 81 (41、40) 荻原 いなほ 関東国際 85 (41、44) 岩切 彩萌 中央学院大 92 (47、45)

木村 美霞 関東ジュニア 76 (38、38) 馬場 咲希 TEAM KGA ジュニア 81 (40、41) 矢作 紗香 那須小川 85 (41、44) 橋本 佳奈 慶應義塾大 92 (44、48)

石川 茉友夏 伊香保国際 76 (37、39) 深谷 琴乃 東京五日市 81 (40、41) 中澤 凜音 サンコー72 85 (41、44) 134 加藤 寿子 東京国際 94 (48、46)

小暮 千広 水戸レイクス 76 (35、41) 髙澤 理華 櫛形 81 (39、42) 94 保田 はな 伊勢原 86 (43、43) 重田 英菜 シャトレーゼヴィンテージ 94 (44、50)

関口 碧 TEAM KGA ジュニア 76 (35、41) 大島 瑠々海 鹿沼72 81 (38、43) 萩生田 みらん 扶桑 86 (42、44) 136 加藤 凛 石地シーサイド 96 (48、48)

15 佐藤 心結 TEAM KGA ジュニア 77 (42、35) 56 坂本 萌 那須小川 82 (43、39) 近藤 あみ 石地シーサイド 86 (41、45) 137 荻原 由美子 太田双葉 97 (51、46)

高橋 しずく 小田原･日動御殿場 77 (40、37) 勝見 梓 鳳凰 82 (42、40) 小林 亜美 パ協 86 (40、46) 138 鈴木 明梨亜 石岡 98 (49、49)

赤荻 瑠花 芳賀 77 (39、38) 阿曽 帆夏 櫛形 82 (41、41) 角田 夢香 サンコー72 86 (39、47) 139 荻野 遥香 慶應義塾大 99 (53、46)

中村 珠莉香 関東ジュニア 77 (38、39) 岡田 千登勢 ザ・レイクス 82 (41、41) 99 牟田 遥 那須小川 87 (48、39) 野間 季和子 慶應義塾大 99 (52、47)

関野 愛美 明治大 77 (38、39) 西脇 真帆 小千谷 82 (40、42) 高野 可菜 サンコー72 87 (46、41) 尾花 日向子 立教大 99 (50、49)

吉田 莉生 駒澤大 77 (38、39) 髙橋 こはく 小田原･日動御殿場 82 (40、42) 五十嵐 望夢 ヨネックス 87 (46、41) 濱野 舞保 東京五日市 99 (45、54)

横山 珠々奈 TEAM KGA ジュニア 77 (38、39) 千葉 雪乃 富士川 82 (40、42) 齋藤 華音 水戸レイクス 87 (46、41) 失格 清水 日奈 早稲田大

高野 愛姫 那須小川 77 (38、39) 平野 愛子 東京五日市 82 (39、43) 河内 悠利杏 サンコー72 87 (45、42) 欠場 生田 博子 慶應義塾大

谷口 瑠梨 鹿沼72 77 (37、40) - 以 上、 予 選 通 過 － 中田 樹乃 日本大 87 (44、43)

大郷 光瑠 TEAM KGA ジュニア 77 (37、40) 秋川 楓花 東京国際大 82 (38、44) 稲永 真衣 日本大 87 (44、43)

岩井 明愛 TEAM KGA ジュニア 77 (36、41) 65 若月 優衣 栗橋國際 83 (45、38) 山本 穂花 葉山国際 87 (42、45)

今井 鮎美 TEAM KGA ジュニア 77 (35、42) 山本 優花 葉山国際 83 (44、39) 伊波川 彩名 関東ジュニア 87 (41、46)

27 斉藤 里奈 関東国際 78 (39、39) 加藤 陽 日本大 83 (42、41) 108 岡安 優菜 TEAM KGA ジュニア 88 (45、43)

小俣 柚葉 東京五日市 78 (39、39) 森田 彩音 関東ジュニア 83 (42、41) 吉田 珠 那須小川 88 (44、44)

原田 瑠璃南 秋山 78 (39、39) 江原 侑那 サンコー72 83 (42、41) 谷口 槙梨 岡部チサン 88 (44、44)

30 嬉野 由 葉山国際 79 (42、37) 石川 涼夏 伊香保国際 83 (42、41) 小野田 寧々 サンコー72 88 (44、44)

小林 彩音 オリムピック・レイクつぶらだ 79 (41、38) 高橋 美羽 那須伊王野 83 (41、42) 安孫子 美央 グリーンパーク 88 (42、46)

平井 美咲 駒澤大 79 (41、38) 横山 稀理 日本大 83 (40、43) 志賀 茜 駒澤大 88 (41、47)

目黒 宝 石地シーサイド 79 (40、39) 髙橋 みさと 東京五日市 83 (39、44) 114 中島 千奈都 扶桑 89 (48、41)

池羽 陽向 那須伊王野 79 (39、40) 74 橋爪 莉都 葉山国際 84 (45、39) 木村 友香 櫛形 89 (47、42)

茶木 詩央 TEAM KGA ジュニア 79 (39、40) 濱野 紗綺 さいたま梨花 84 (44、40) 田中 友梨 JGMベルエア 89 (45、44)

鈴木 優芽 TEAM KGA ジュニア 79 (39、40) 小林 夢果 関東ジュニア 84 (44、40) 加園 美波 那須小川 89 (45、44)

天野 真里奈 小田原･日動御殿場 79 (37、42) 山本 華菜音 水戸レイクス 84 (43、41) 池上 愛菜 関東国際 89 (45、44)

38 森 彩乃 富士箱根 80 (44、36) 竹本 梨奈 フォレスト 84 (43、41) 119 田中 梨菜 東千葉 90 (47、43)

原 芽ぐみ 松本 80 (42、38) 倉林 夏 葉山国際 84 (43、41) 米澤 弥夏 東京五日市 90 (46、44)

水野 円琳 扶桑 80 (42、38) 黒川 莉奈子 学習院大 84 (42、42) 平林 治子 都留 90 (46、44)

千田 萌花 松本 80 (41、39) 鈴木 千晴 那須小川 84 (41、43) 山崎 優 東京五日市 90 (46、44)

4月15日(月)

2019年関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 西・東コース( 6301Yards   Par 72 )


