
会場：

期日：

エントリー： 56名

出場： 46名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 西山 知里 私立代々木高・2 69 (34、35) 41 崔 裕那 私立埼玉平成高・1 93 (50、43)

2 佐藤 甘菜 私立共立女子第二高・2 73 (35、38) 42 小出石 彩良 私立日大第一高・2 93 (45、48)

3 西脇 真帆 新潟県立長岡大手高・1 76 (39、37) 43 大東 楓 千葉県立印旛明誠高・3 95 (47、48)

4 篠原 優葉 私立拓殖大学紅陵高・1 76 (38、38) 44 下原 さくら 私立日大豊山女子高・2 96 (47、49)

5 永谷 優 私立日大第一高・3 76 (36、40) 45 青木 琉花 私立共立女子第二高・1 100 (48、52)

46 渡邉 綾乃 私立拓殖大学紅陵高・1 104 (53、51)

6 塚田 こと音 私立拓殖大学紅陵高・3 77 (40、37) 欠場 小野田 寧々 私立共愛学園高・2

7 鈴木 菜央 私立千葉黎明高・2 77 (40、37) 欠場 塩手 莉彩 私立國學院高・2

8 秋山 美紗姫 私立東海大学付属相模高・2 78 (41、37) 欠場 須永 ねね 私立共愛学園高・2

9 平山 奈那 私立千葉黎明高・2 78 (39、39) 欠場 篠田 麗 私立埼玉栄高・1

10 松本 花仔乃 私立共愛学園高・1 78 (37、41) 欠場 井上 葵姫 私立日体大荏原高・2

11 窪島 渚紗 私立青山学院横浜英和高・2 79 (44、35) 欠場 田中 澄南里 私立明秀学園日立高・1

12 高橋 知花 私立埼玉栄高・1 79 (40、39) 欠場 山崎 那奈 私立西武台千葉高・1

13 齋田 陽菜 私立千葉黎明高・2 79 (37、42) 欠場 井上 明澄 千葉県立印旛明誠高・2

14 金田 季来々 私立開智高・2 80 (42、38) 欠場 中澤 凜音 私立共愛学園高・3

15 髙田 嘩琳 私立日体大荏原高・1 80 (39、41) 欠場 大澤 好美 長野県立小諸商業高・1

16 松本 夏華 私立早稲田実業学校高・1 80 (37、43)

17 歸山 美音 私立埼玉栄高・1 81 (40、41)

18 千野 さくら子 私立成城学園高・1 82 (41、41)

19 富澤 晴華 私立拓殖大学紅陵高・1 82 (39、43)

20 西本 美優 私立埼玉栄高・2 83 (42、41)

21 二階堂 恵莉 私立明秀日立高・1 83 (41、42)

22 太田 栞 私立明治学院東村山高・3 84 (47、37)

23 間中 鈴子 私立常総学院高・1 84 (43、41)

24 杉山 奈央 私立共立女子第二高・3 84 (42、42)

25 大屋 珠季 私立佐久長聖高・1 84 (40、44)

26 及川 穂果 私立千葉黎明高・1 85 (40、45)

27 中野 桜羽 私立埼玉栄高・2 86 (45、41)

28 齋藤 綾 私立麗澤高・1 86 (42、44)

29 中田 織乃 私立東洋英和女学院高・1 86 (41、45)

30 二宮 真央 私立共立女子第二高・1 86 (40、46)

31 中村 光希 私立森村学園高・2 88 (47、41)

32 山根 朱理 私立前橋育英高・3 88 (47、41)

33 大野 陽奈子 私立日体大荏原高・1 89 (47、42)

34 藤原 有彩 私立西武台千葉高・2 89 (43、46)

35 吉岡 陽桜里 私立埼玉栄高・1 91 (46、45)

36 栁澤 紗羅 私立玉川学園高・3 91 (45、46)

37 谷 寧々 私立前橋育英高・1 91 (42、49)

38 山口 心優 私立立光栄ＶＥＲＩＴＡＳ高・1 91 (42、49)

39 豊田 真穂 私立埼玉栄高・1 92 (44、48)

40 小田 実愛 私立千葉黎明高・1 92 (44、48)

富里ゴルフ倶楽部( 6,362Yards   Par 72 )

8月18日(木)

2022年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　女子15～17歳の部

以上、2023年関東女子予選出場有資格選手 


