
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 鈴木 姫琉 TEAM KGA ジュニア 66 (30、36) 藤代 成実 水戸レイクス 83 (40、43)

2 芳賀 幸瞳 櫛形 73 (35、38) 安西 美優 グリーンパーク 83 (36、47)

3 松岡 華 那須小川 74 (39、35) 43 野口 恵美 カレドニアン 84 (41、43)

松原 亜美 愛鷹 74 (39、35) 間中 鈴子 水戸レイクス 84 (40、44)

清藤 羽琉 那須伊王野 74 (37、37) 45 縄田屋 ももか 東京五日市 85 (44、41)

早川 菜々海 櫛形 74 (37、37) 石原 壽恕 葉山国際 85 (44、41)

7 鈴木 夏瑠 関東ジュニア 76 (38、38) 宇田 紗彩 葉山国際 85 (43、42)

佐野 楓 富士チサン 76 (37、39) 48 木村 美霞 獨協大 86 (45、41)

中谷 玲 カレドニアン 76 (37、39) 鞍田 有紀 鶴舞 86 (43、43)

10 遠藤 桂音 葉山国際 77 (39、38) 50 石川 聖奈 明治大 87 (46、41)

高野 愛姫 扶桑 77 (38、39) 塚田 こと音 関東国際 87 (46、41)

長峰 真央 TEAM KGA ジュニア 77 (37、40) 成田 月奈 関東国際 87 (45、42)

13 斉藤 里奈 関東国際 78 (40、38) 藤本 華 TEAM KGA ジュニア 87 (44、43)

仁科 優花 TEAM KGA ジュニア 78 (37、41) 54 人見 乃瑠亜 金砂郷 88 (45、43)

片野 あいみ ブリック＆ウッド 78 (37、41) 55 大野 陽奈子 千成 89 (41、48)

16 遠藤 眞子 那須小川 79 (42、37) 56 白岩 花海 立教大 90 (46、44)

勝見 梓 鳳凰 79 (40、39) 57 大塚 比奈子 慶應義塾大 91 (47、44)

吉澤 柚月 JGM セベバレステロス 79 (40、39) 田中 佑奈 慶應義塾大 91 (43、48)

塩手 莉彩 関東国際 79 (40、39) 59 土屋 あゆ 新千葉 93 (49、44)

Angelina Gong Shiming 慶應義塾大 79 (38、41) 60 木村 理咲 慶應義塾大 94 (48、46)

21 安西 歩美 グリーンパーク 80 (41、39)

- 以 上、 予 選 通 過 －

鈴木 菜々美 加茂 80 (41、39)

岩谷 咲来 関東国際 80 (40、40)

阿部 桃子 千葉国際 80 (40、40)

倉林 夏 葉山国際 80 (40、40)

早坂 梨花 関東国際 80 (40、40)

榎本 杏果 那須小川 80 (38、42)

田村 萌来美 関東ジュニア 80 (37、43)

29 松原 柊亜 TEAM KGA ジュニア 81 (42、39)

渡辺 彩心 笹神五頭 81 (41、40)

山村 真鈴 大宮国際 81 (41、40)

高田 菜桜 那須小川 81 (40、41)

山根 朱理 サンコー72 81 (39、42)

長谷川 愛美 サンコー72 81 (38、43)

35 伊波川 彩名 慶應義塾大 82 (45、37)

高橋 知花 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41)

岸田 真衣奈 南長野 82 (41、41)

近藤 あみ 下田城 82 (40、42)

佐藤 真優 日本大 82 (40、42)

40 飯田 夏葵 ブリック＆ウッド 83 (42、41)

4月11日(月)

関東女子ゴルフ選手権第3ブロック予選競技
千葉夷隅ゴルフクラブ 西・東コース( 6308Yards   Par 72 )


