
会場：

期日：
エントリー： 59名

出場： 57名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 田中 のどか 大宮国際 74 (38、36) 41 角田 愛理 鹿沼プレミア 87 (44、43)

栗林 夏希 那須小川 74 (38、36) 井内 涼樺 専修大 87 (44、43)

3 中澤 瑠来 那須小川 75 (39、36) 中沢 桜 JGM セベバレステロス 87 (43、44)

山本 優花 関東ジュニア 75 (38、37) 44 渡辺 咲香 水戸レイクス 88 (44、44)

越田 泰羽 関東ジュニア 75 (36、39) 倉本 怜奈 JGM セベバレステロス 88 (43、45)

6 神谷 和奏 鹿沼72 76 (39、37) 46 村田 結 那須小川 89 (46、43)

7 原田 瑠璃南 桜ヒルズ 78 (40、38) 三次 凪 水戸レイクス 89 (46、43)

小澤 朱夏 山梨学院大 78 (39、39) 大澤 好美 那須小川 89 (44、45)

中谷 愛純 関東ジュニア 78 (39、39) 49 谷 寧々 関東国際 90 (46、44)

望月 美甫 リバー富士 78 (38、40) 高村 仁香 葉山国際 90 (45、45)

千田 萌花 松本 78 (38、40) 51 齋藤 綾 太平洋・御殿場 91 (44、47)

渡辺 桜紫 小田原･日動御殿場 78 (36、42) 52 金田 季来々 那須小川 94 (52、42)

13 小﨑 茜 東京国際大 79 (42、37) 山室 結衣 オリムピック 94 (48、46)

髙田 嘩琳 関東ジュニア 79 (39、40) 高橋 夢羽 小田原･日動御殿場 94 (45、49)

15 芳賀 恵夏 葉山国際 80 (43、37) 55 千野 さくら子 太平洋・御殿場 96 (55、41)

小林 彩音 オリムピック・レイクつぶらだ 80 (42、38) 56 大澤 未空 扶桑 98 (50、48)

柳原 由依 関東国際 80 (42、38) 57 岡田 千登勢 ザ・レイクス 104 (56、48)

石山 朋佳 カレドニアン 80 (42、38) 欠場 佐山 凜 扶桑

広瀬 樹乃 学習院大 80 (41、39) 欠場 内山 汐里 東千葉

五十嵐 凛 千葉国際 80 (37、43)

- 以 上、 予 選 通 過 －

21 臼井 蘭世 JGM セベバレステロス 81 (42、39)

井上 葵姫 那須伊王野 81 (41、40)

関根 理央 那須小川 81 (39、42)

小俣 柚葉 TEAM KGA ジュニア 81 (39、42)

25 山崎 あむり 千葉桜の里 82 (44、38)

松山 りな 関東ジュニア 82 (40、42)

楠 恵真 関東ジュニア 82 (39、43)

28 入江 京花 GMG八王子 83 (43、40)

津田 舞音 石地シーサイド 83 (42、41)

林 瑚都 専修大 83 (40、43)

31 鈴木 菜央 扶桑 84 (44、40)

脇山 佳連 大熱海国際 84 (41、43)

篠田 麗 水戸レイクス 84 (41、43)

34 佐藤 彩葉 水戸レイクス 85 (45、40)

安那 亜沙 専修大 85 (43、42)

鈴木 愛彩 扶桑 85 (42、43)

杉山 奈央 東京五日市 85 (41、44)

塩田 美樹子 葉山国際 85 (41、44)

39 森 有里紗 日本大 86 (43、43)

倉持 凪 櫛形 86 (43、43)

4月11日(月)

関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技
千葉夷隅ゴルフクラブ 南・西コース( 6305Yards   Par 72 )


