
第2ラウンド
会場：

期日：

エントリー： 53名

出場： 53名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 長澤 愛羅 鰍沢中2 139 (68、71) 大橋 莉生 浜松入野中2 161 (80、81)

2 新地 真美夏 相模中2 140 (68、72) 42 松本 夏華 筑波大付属中3 162 (80、82)

3 伊藤 美輝 高田中2 141 (69、72) 吉田 沙羅 前橋みずき中2 162 (85、77)

4 間中 りょう 埼玉栄中3 142 (73、69) 44 中田 織乃 東洋英和中3 163 (80、83)

5 清水 心結 東浦和中1 143 (72、71) 黒田 昊 北中2 163 (77、86)

6 田中 澄南里 三島中3 144 (72、72) 篠原 優葉 五井中3 163 (81、82)

萩生田 みらん 柿生中3 144 (71、73) 47 歸山 美音 埼玉栄中3 164 (79、85)

8 勝田 花菜 高円寺中3 145 (73、72) 五月女 愛來 東陽中1 164 (80、84)

松原 柊亜 松戸二中3 145 (71、74) 49 浅田 彩七 上田四中2 165 (81、84)

戸髙 玲奈 石神井中1 145 (72、73) 50 大澤 好美 芦原中3 166 (86、80)

11 遠藤 来夢 滑川中3 146 (70、76) 須田 華帆 古河一中3 166 (81、85)

岡安 優菜 共立女子二中3 146 (72、74) 52 臼田 藍 高崎寺尾中1 167 (80、87)

鈴木 姫琉 麗澤中3 146 (73、73) 53 鈴木 みなみ 山梨学院中1 168 (85、83)

14 池上 愛菜 埼玉栄中3 147 (72、75)

15 須藤 みかな 加茂中2 148 (73、75)

16 二宮 佳音 笠懸中3 149 (72、77)

田村 萌来美 渋沢中2 149 (76、73)

國吉 愛良 松ケ丘中2 149 (75、74)

19 三原 舞紀 十四中2 150 (75、75)

20 遠藤 桂音 大津中3 151 (77、74)

永田 愛梨 浜松南陽中2 151 (75、76)

大原 寧々 国本中3 151 (71、80)

23 早坂 梨花 有秋中3 152 (75、77)

鶴瀬 楓彩 千城台南中3 152 (76、76)

25 大屋 珠季 広徳中3 153 (75、78)

26 鈴木 能々子 鹿浜菜の花中3 154 (78、76)

清藤 羽琉 ちはら台西中1 154 (76、78)

28 高橋 知花 大谷中3 155 (76、79)

太田 瞳 明大中野八王子中2 155 (78、77)

以上、第３R 進出

30 難波 美咲 浜松日体中3 156 (75、81)

人見 陽乃亜 千代川中1 156 (80、76)

32 羽田野 陽香 共立女子二中2 157 (75、82)

33 小池 愛莉 岩崎中3 158 (82、76)

34 中澤 紗来 朝霞二中1 159 (80、79)

林 愛輝美 小室中1 159 (78、81)

36 夏川 琉衣 御徒町台東中2 160 (82、78)

高村 仁香 森村学園中1 160 (80、80)

豊田 真穂 埼玉栄中3 160 (79、81)

間中 鈴子 常総学院中3 160 (84、76)

40 佐藤 彩葉 埼玉栄中1 161 (80、81)

千葉カントリークラブ野田コース( 6,440Yards   Par 72 )

2021年 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技　女子12～14歳の部

7月29日(木)


