
会場：

期日：

エントリー： 60名

出場： 60名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岩井 明愛 関東ジュニア 66 (33、33) 41 勝亦 令奈 沼津 83 (44、39)

2 原田 瑠璃南 桜ヒルズ 71 (36、35) 金井 佳代 青梅 83 (43、40)

3 高木 美咲 明治大 73 (38、35) 田口 佳奈 東名 83 (42、41)

森 彩乃 富士箱根 73 (38、35) 鷲崎 奈未 ホウライ 83 (41、42)

佐藤 有仁加 広陵 73 (36、37) 45 池上 愛菜 関東国際 84 (43、41)

6 縄田屋 ももか 東京五日市 74 (37、37) 小林 イリス 扶桑 84 (42、42)

大郷 光瑠 TEAM KGA ジュニア 74 (36、38) 髙田 嘩琳 関東国際 84 (42、42)

8 相場 彩那 那須小川 75 (38、37) 羽田野 陽香 東京五日市 84 (39、45)

山本 優花 関東ジュニア 75 (37、38) 49 森田 彩音 関東ジュニア 85 (44、41)

千葉 雪乃 富士川 75 (36、39) 加藤 凛 石地シーサイド 85 (42、43)

11 室原 好乃実 金砂郷 76 (42、34) 51 村田 結 JGM セベバレステロス 86 (44、42)

12 大原 寧々 TEAM KGA ジュニア 77 (42、35) 52 目黒 宝 石地シーサイド 87 (47、40)

勝見 梓 関東ジュニア 77 (41、36) 島崎 夢 山梨学院大 87 (45、42)

岡地 里香 鶴舞 77 (38、39) 田中 友梨 JGMベルエア 87 (44、43)

小林 夢果 あさひヶ丘 77 (36、41) 五月女 愛來 那須伊王野 87 (44、43)

遠藤 夢里 日本体育大 77 (35、42) 渡辺 桜紫 小田原・日動御殿場 87 (41、46)

17 長谷川 愛美 関東ジュニア 78 (41、37) 57 横水 アイ 松本 88 (45、43)

森 はな オリムピック 78 (40、38) 五十嵐 望夢 ヨネックス 88 (44、44)

谷口 槙梨 岡部チサン 78 (40、38) 59 佐藤 舞祐 中央大 99 (54、45)

伊藤 愛華 那須小川 78 (39、39) 60 板倉 凪 金砂郷 107 (54、53)

中澤 紗来 TEAM KGA ジュニア 78 (39、39)

増田 さくら シャトレーゼヴィンテージ 78 (39、39)

髙澤 理華 日本体育大 78 (38、40)

- 以 上、 予 選 通 過 －

大村 桃葉 日本体育大 78 (38、40)

中澤 瑠来 TEAM KGA ジュニア 78 (38、40)

二宮 佳音 TEAM KGA ジュニア 78 (37、41)

27 堀川 雪花 関東ジュニア 79 (42、37)

小澤 朱夏 山梨学院大 79 (40、39)

津田 舞音 石地シーサイド 79 (39、40)

田中 澄南里 TEAM KGA ジュニア 79 (37、42)

31 河内 悠利杏 サンコー72 80 (42、38)

小林 あい 金砂郷 80 (42、38)

田中 のどか 大宮国際 80 (41、39)

木村 友香 櫛形 80 (41、39)

35 荻原 いなほ 関東国際 81 (42、39)

鈴木 優芽 関東ジュニア 81 (41、40)

37 山岸 小春 日本大 82 (44、38)

山村 真鈴 関東ジュニア 82 (41、41)

戸髙 玲奈 北武蔵 82 (40、42)

濱野 紗綺 金砂郷 82 (40、42)

4月12日(月)

2021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 東・中コース( 6332Yards   Par 72 )


