
会場：

期日：

エントリー： 66名

出場： 64名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 伊藤 愛華 練馬区立貫井中2 72 (38、34) 41 永石 杏奈 船橋市立若松中2 87 (43、44)

2 髙田 嘩琳 世田谷区立桜丘中3 74 (36、38) 42 西澤 美李 私立共立女子第二中2 88 (46、42)

3 大原 寧々 宇都宮市立国本中3 76 (39、37) 43 下原 あおい 入間市立藤沢中1 90 (46、44)

44 小山 萌々香 八王子市立楢原中1 90 (46、44)

4 遠藤 桂音 横須賀市立大津中3 76 (38、38) 45 新井 小桃 大田区立東蒲中2 90 (45、45)

5 辻 結名 高崎市立榛名中3 78 (42、36) 46 鈴木 みなみ 私立山梨学院中1 92 (48、44)

6 早坂 梨花 市原市立有秋中3 78 (40、38) 47 坪井 乃杏 横浜市立洋光台第二中3 93 (48、45)

7 人見 陽乃亜 下妻市立千代川中1 78 (39、39) 48 宮川 瑠杏 私立啓明学園中2 93 (45、48)

8 濱 朱姫 我孫子市立白山中2 79 (42、37) 49 黒田 昊 三郷市立北中2 93 (44、49)

9 鈴木 絵里加 市立明海中2 79 (40、39) 50 矢島 明日翔 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中2 95 (48、47)

10 林 愛輝美 船橋市立小室中1 79 (40、39) 51 大澤 未空 私立獨協埼玉中1 96 (46、50)

11 窪田 沙羅 私立駿台甲府中1 79 (39、40) 52 人見 乃瑠亜 下妻市立千代川中3 97 (46、51)

12 間中 鈴子 私立常総学院中3 79 (38、41) 53 髙橋 璃愛 新座市立第二中1 99 (48、51)

13 高村 仁香 私立森村学園中1 80 (41、39) 54 橋本 葵 我孫子市立湖北中2 100 (54、46)

14 片岡 愛彩 芳賀町立芳賀中2 80 (41、39) 55 江川 みなみ 江東区立大島中2 100 (50、50)

15 五月女 愛來 栃木市立東陽中1 80 (41、39) 56 山口 心優 私立光栄ＶＥＲＩＴＡＳ中3 101 (53、48)

16 三原 舞紀 足立区立第十四中2 80 (40、40) 57 青木 琉花 世田谷区立松沢中3 101 (52、49)

17 鈴木 能々子 足立区立鹿浜菜の花中3 80 (39、41) 58 下村 日曜子 私立埼玉栄中2 101 (49、52)

18 中澤 紗来 朝霞市立朝霞第二中1 80 (39、41) 59 恩田 千恵 白井市立大山口中1 102 (55、47)

19 太田 瞳 私立明大附属中野八王子中2 80 (39、41) 60 小田 実愛 千葉市立新宿中3 103 (50、53)

20 及川 穂果 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中3 82 (43、39) 61 齋藤 綺香 坂戸市立坂戸中1 104 (53、51)

21 澤端 沙耀 私立共立女子第二中1 82 (43、39) 62 渡邉 綾乃 千葉市立椿森中3 108 (54、54)

22 篠田 麗 私立埼玉栄中3 82 (42、40) 63 諸徳寺 美玖 香取市立小見川中1 109 (55、54)

23 五十嵐 凛 目黒区立第八中1 82 (41、41) 64 宮内 里緒 佐倉市立南部中2 125 (55、70)

24 齋藤 愛桜 矢板市立矢板中3 82 (41、41) 欠場 清藤 羽琉 市原市立ちはら台西中1

25 二渡 行夏 栃木県立佐野高校附属中2 83 (45、38) 欠場 大澤 好美 小諸市立芦原中3

26 谷 寧々 桐生市立広沢中3 83 (44、39)

27 豊田 真穂 私立埼玉栄中3 83 (42、41)

28 賀谷 ももか 千葉市立打瀬中2 83 (41、42)

29 中田 織乃 私立東洋英和女学院中3 83 (41、42)

30 吉岡 陽桜里 私立埼玉栄中3 83 (40、43)

31 菅澤 莉那 香取市立小見川中1 84 (44、40)

32 齋藤 綾 私立麗澤中3 84 (43、41)

33 石井 柚妃 南房総市立千倉中1 84 (42、42)

34 千野 さくら子 私立成城学園中3 84 (41、43)

35 芳賀 恵夏 相模原市立東林中2 85 (44、41)

36 大屋 珠季 長野市立広徳中3 85 (43、42)

37 篠原 優葉 市原市立五井中3 85 (42、43)

38 二階堂 恵莉 日立市立日高中3 85 (42、43)

39 岡部 ゆい 川口市立十二月田中2 86 (43、43)

40 吉田 沙羅 前橋市立みずき中2 87 (45、42)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6,175Yards   Par 72 )

8月20日(金)

2021年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　女子12～14歳の部

以上、2022年関東女子予選出場有資格選手 


