
会場：

期日：
エントリー： 59名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 横山 珠々奈 関東ジュニア 72 (35、37) 森 彩乃 富士箱根 84 (42、42)

2 新地 真美夏 TEAM KGA ジュニア 73 (37、36) 42 金澤 里伊満 常磐大 85 (44、41)

3 宮部 樹理 水戸レイクス 74 (37、37) 永井 夢亜 那須伊王野 85 (41、44)

4 高木 りおん 関東ジュニア 75 (41、34) 白神 葉子 那須小川 85 (41、44)

濱 朱姫 関東国際 75 (39、36) 平林 治子 都留 85 (40、45)

桑村 美穂 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 46 眞木 渚 館山 86 (45、41)

北村 安理 法政大 75 (38、37) 黒田 昊 関東国際 86 (44、42)

伊藤 美輝 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 近藤 楓美 扶桑 86 (42、44)

佐藤 杏莉 那須小川 75 (37、38) 49 中田 織乃 那須小川 88 (44、44)

10 宇佐美 彩華 法政大 76 (39、37) 吉田 沙羅 関東国際 88 (44、44)

緑川 瑞玲 関東国際 76 (38、38) 51 浅野 瑞歩 中央学院大 89 (45、44)

谷 七穂 日本大 76 (37、39) 関根 空瑠美 日本大 89 (42、47)

13 佐藤 夏恋 水戸レイクス 77 (38、39) 53 秋元 彩葉 那須小川 91 (49、42)

14 國吉 愛良 TEAM KGA ジュニア 78 (38、40) 賀谷 ももか 扶桑 91 (47、44)

15 天野 真里奈 小田原･日動御殿場 79 (41、38) 55 原田 桃 小田原･日動御殿場 92 (48、44)

髙澤 理華 日本体育大 79 (40、39) 人見 陽乃亜 TEAM KGA ジュニア 92 (46、46)

保田 はな 伊勢原 79 (38、41) 57 藤原 有彩 扶桑 94 (49、45)

18 翁長 咲弥 日本体育大 80 (39、41) 58 川崎 琴里 中央学院大 98 (50、48)

萩生田 みらん TEAM KGA ジュニア 80 (37、43) 欠場 熊澤 琳音 日本大

20 山之口 空 キャスコ花葉 81 (42、39)

- 以 上、 予 選 通 過 －

川畑 優菜 TEAM KGA ジュニア 81 (41、40)

大村 桃葉 日本体育大 81 (40、41)

金子 怜愛 JGM セベバレステロス 81 (40、41)

大塚 由姫乃 櫛形 81 (40、41)

25 石谷 舞桜 扶桑 82 (42、40)

髙橋 みさと 日本体育大 82 (42、40)

岸田 想來 ブリック＆ウッド 82 (42、40)

浅野 咲希 関東ジュニア 82 (41、41)

星野 瑠菜 朝霧ジャンボリー 82 (39、43)

30 遠藤 夢里 東名 83 (44、39)

渡邊 さくら ノースショア 83 (42、41)

松枝 未倖 那須伊王野 83 (42、41)

須藤 みかな ブリック＆ウッド 83 (42、41)

新谷 芽々 葉山国際 83 (42、41)

三原 舞紀 関東国際 83 (41、42)

石井 咲来 法政大 83 (41、42)

37 林 愛輝美 扶桑 84 (45、39)

伊藤 藍月 ロイヤルスター 84 (44、40)

小暮 千広 金砂郷 84 (44、40)

戸髙 玲奈 関東ジュニア 84 (42、42)

4月11日(月)

関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技
千葉夷隅ゴルフクラブ 東・南コース( 6305Yards   Par 72 )


