
会場：

期日：

エントリー： 56名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 浅野 咲希 麗澤高3 66 (33、33) 41 飯田 夏葵 光英ＶＥＲＩＴＡＳ高2 86 (44、42)

2 加藤 凛 帝京長岡高1 70 (35、35) 野矢 愛莉 麗澤高3 86 (44、42)

3 伊藤 二花 麗澤高1 72 (36、36) 43 高橋 姫楽 千葉黎明高3 87 (44、43)

石谷 舞桜 西武台千葉高2 72 (34、38) 田村 光 拓大紅陵高1 87 (44、43)

5 星野 瑠菜 拓大紅陵高3 73 (38、35) 秋元 彩葉 拓大紅陵高2 87 (41、46)

片野 あいみ 光英ＶＥＲＩＴＡＳ高2 73 (38、35) 46 佐山 凛 流通経済大付属柏高1 89 (48、41)

鈴木 愛彩 千葉黎明高1 73 (37、36) 鈴木 菜央 千葉黎明高1 89 (48、41)

栗林 夏希 わせがく高2 73 (37、36) 岩沢 璃寧 千葉黎明高3 89 (46、43)

阿曽 帆夏 開志国際高3 73 (36、37) 市井 香乃 拓大紅陵高2 89 (46、43)

渡邊 さくら 拓大紅陵高2 73 (36、37) 大東 楓 印旛明誠高2 89 (44、45)

目黒 宝 新潟産業大附属高2 73 (36、37) 51 井上 明澄 印旛明誠高1 90 (42、48)

高田 菜桜 千葉黎明高2 73 (35、38) 52 川浦 鈴音 千葉黎明高2 95 (50、45)

芳賀 幸瞳 開志国際高2 73 (35、38) 53 鈴木 心胡音 印旛明誠高2 101 (50、51)

14 横山 珠々奈 宇都宮文星女子高3 74 (40、34) 54 山内 愛音 拓大紅陵高2 123 (59、64)

倉持 凪 開志国際高1 74 (38、36) 欠場 伍賀 美優 千葉日大一高3

近藤 楓美 西武台千葉高2 74 (38、36) 欠場 石河 栞榛 開志国際高2

- 以 上、 予 選 通 過 －

17 鈴木 夏瑠 幕張総合高2 75 (40、35)

早川 菜々海 開志国際高2 75 (38、37)

19 塚田 こと音 拓大紅陵高2 76 (41、35)

中谷 愛純 わせがく高2 76 (39、37)

岡安 真衣 西武台千葉高1 76 (38、38)

吉田 鈴 黎明高3 76 (38、38)

23 吉澤 柚月 麗澤高2 77 (39、38)

斉藤 里奈 西武台千葉高3 77 (38、39)

25 平野 汐南 拓大紅陵高3 78 (43、35)

大塚 由姫乃 開志国際高2 78 (41、37)

渡辺 さくら 西武台千葉高3 78 (41、37)

津田 舞音 新潟産業大附属高3 78 (40、38)

清水 愛海香 拓大紅陵高1 78 (39、39)

川畑 優菜 麗澤高1 78 (38、40)

渡辺 世奈 千葉黎明高2 78 (37、41)

32 鈴木 菜々美 千葉高1 79 (43、36)

山﨑 みくは 船橋古和釜高2 79 (41、38)

岡島 彩乃 千葉黎明高2 79 (40、39)

山﨑 ちろれ 船橋古和釜高1 79 (39、40)

36 齋田 陽菜 千葉黎明高1 80 (43、37)

37 藤原 有彩 西武台千葉高1 82 (42、40)

38 太田 紬 光英ＶＥＲＩＴＡＳ高3 83 (43、40)

松本 充華 山梨学院高3 83 (42、41)

成田 月奈 千葉黎明高2 83 (39、44)

7月19日(月)

関東ジュニアゴルフ選手権関東ブロック予選競技女子15～17歳の部

鎌ヶ谷カントリークラブ　西・東( 6343Yards   Par 72 )


