
2021年 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表 参加者数　15～17歳の部　64名
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 12～14歳の部　53名

於：千葉カントリークラブ野田コース(6,440yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

夏川 琉衣 御徒町台東中2 82 栗林 夏希 わせがく高2 70 難波 美咲 浜松日体中3 75 山本 渚月 佐野日大高3 74

高橋 知花 大谷中3 76 佐藤 亜樹 浜松学芸高2 75 小池 愛莉 岩崎中3 82 近藤 楓美 西武台千葉高2 76

間中 りょう 埼玉栄中3 73 市村 杏 佐久長聖高3 75 鈴木 能々子 鹿浜菜の花中3 78 関口 碧 埼玉平成高2 75

浅田 彩七 上田四中2 81 河内 悠利杏 共愛学園高3 84 松本 夏華 筑波大付属中3 80 倉持 凪 開志国際高1 77

鈴木 みなみ 山梨学院中1 85 桑村 美穂 ウェルネス高1 71 早坂 梨花 有秋中3 75 長谷川 愛美 前橋育英高2 73

勝田 花菜 高円寺中3 73 楠 恵真 厚木北高3 74 臼田 藍 高崎寺尾中1 80 花田 華梨 ルネサンス高3 66

松原 柊亜 松戸二中3 71 髙野 愛姫 埼玉栄高2 73 清水 心結 東浦和中1 72 岩谷 咲来 共立女子二高2 73

三原 舞紀 十四中2 75 荻原 いなほ 本圧一高3 86 二宮 佳音 笠懸中3 72 森田 彩音 叡明高3 78

中澤 紗来 朝霞二中1 80 大郷 光瑠 埼玉栄高2 68 清藤 羽琉 ちはら台西中1 76 芳賀 幸瞳 開志国際高2 73

大屋 珠季 広徳中3 75 星野 瑠菜 拓大紅陵高3 76 大澤 好美 芦原中3 86 越田 泰羽 湘南学院高3 68

吉田 沙羅 前橋みずき中2 85 松山 りな 富士見高2 76 伊藤 美輝 高田中2 69 佐藤 心結 明秀学園日立高3 67

人見 陽乃亜 千代川中1 80 櫻井 梨央 明秀学園日立高3 73 歸山 美音 埼玉栄中3 79 宇田 紗彩 共立女子二高3 75

戸髙 玲奈 石神井中1 72 高橋 琴音 ウェルネス高3 68 佐藤 彩葉 埼玉栄中1 80 上田 澪空 共立女子二高1 71

新地 真美夏 相模中2 68 飯島 早織 ルネサンス高1 72 遠藤 桂音 大津中3 77 目黒 宝 新潟産業大附属高2 77

高村 仁香 森村学園中1 80 茶木 詩央 共立女子二高1 67 須田 華帆 古河一中3 81 中澤 瑠来 埼玉栄高3 69

加藤 凛 帝京長岡高1 78 勝亦 令奈 加藤学園暁秀高2 77

中田 織乃 東洋英和中3 80 榎本 杏果 共立女子二高3 72 岡安 優菜 共立女子二中3 72 小野田 寧々 共愛学園高1 75

田中 澄南里 三島中3 72 中澤 凜音 共愛学園高2 74 鈴木 姫琉 麗澤中3 73 金子 怜愛 埼玉栄高2 71

長澤 愛羅 鰍沢中2 68 横水 アイ 松本深志高2 89 黒田 昊 北中2 77 阿曽 帆夏 開志国際高3 74

中島 千奈都 埼玉栄高3 81 遠藤 来夢 滑川中3 70 小林 照菜 ウェルネス高1 80

國吉 愛良 松ケ丘中2 75 渡邊 さくら 拓大紅陵高2 77 田村 萌来美 渋沢中2 76 山本 優花 明秀学園日立高2 72

大原 寧々 国本中3 71 大西 亜衣奈 埼玉栄高3 79 永田 愛梨 浜松南陽中2 75 窪島 渚紗 青学横浜英和高1 78

豊田 真穂 埼玉栄中3 79 相原 紗奈 共立女子二高2 76 林 愛輝美 小室中1 78 片野 あいみ 光英ＶＥＲＩＴＡＳ高2 75

羽田野 陽香 共立女子二中2 75 浅野 咲希 麗澤高3 71 鶴瀬 楓彩 千城台南中3 76 西山 知里 代々木高1 73

大橋 莉生 浜松入野中2 80 篠原 優葉 五井中3 81

太田 瞳 明大中野八王子中2 78 間中 鈴子 常総学院中3 84

池上 愛菜 埼玉栄中3 72 須藤 みかな 加茂中2 73

萩生田 みらん 柿生中3 71 五月女 愛來 東陽中1 80

石谷 舞桜 西武台千葉高2 76 高田 菜桜 千葉黎明高2 72

伊藤 藍月 日体大荏原高3 75 飯田 茜 文星女子高1 82

小林 夢果 大宮中央高3 69 手塚 彩馨 佐久長聖高1 69

鈴木 愛彩 千葉黎明高1 73 成田 瑛麻 学習院女子高2 68

伊藤 二花 麗澤高1 72 横山 珠々奈 宇都宮文星女子高3 72

山本 華菜音 明秀学園日立高3 84 山之口 空 埼玉栄高2 79

高木 りおん 代々木高3 72 馬場 咲希 ウェルネス高1 69

中村 光希 森村学園高1 89 倉林 夏 湘南学院高2 81

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　黒野　美奈
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