
会場：

期日：
エントリー： 153名

出場： 144名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉田 優利 TEAM KGA ジュニア 67 (34、33) 沓沢 良子 江戸崎 77 (38、39) 梅田 涼子 秦野 80 (39、41) 星野 瑠菜 TEAM KGA ジュニア 84 (40、44)

2 板東 莉子 豊岡国際 71 (35、36) 小川 夕月 富士ロイヤル 77 (38、39) 鈴木 桂花 カレドニアン 80 (38、42) 124 清水 かおり 八王子 85 (44、41)

泉谷 若菜 明治大 71 (35、36) 永田 萌夏 水戸レイクス 77 (37、40) 前田 聖美 葉山国際 80 (38、42) 實松 里紗 慶応義塾大 85 (42、43)

原 英莉花 葉山国際 71 (34、37) 小川 真実 オリムピック 77 (37、40) 知念 梨沙 水戸レイクス 80 (38、42) 岡田 美智子 つくばね 85 (42、43)

伊波川 彩名 川越グリーン 71 (34、37) 寒郡 にな ニッソー 77 (37、40) 86 小暮 広海 ニッソー 81 (43、38) 榎本 杏果 那須小川 85 (39、46)

6 工藤 優海 TEAM KGA ジュニア 72 (37、35) 六車 日那乃 那須小川 77 (37、40) 筒井 美羽 水戸レイクス 81 (42、39) 128 古川 侑杏 土浦 86 (44、42)

高木 優奈 小田原･日動御殿場 72 (36、36) 久保 英恵 東京五日市 77 (35、42) 石山 朋佳 カレドニアン 81 (42、39) 岡地 里香 東京五日市 86 (43、43)

小倉 ひまわり 那須小川 72 (35、37) 49 羽藤 和奏 スカイウェイ 78 (42、36) 香取 真朱 佐原 81 (41、40) 佐々木 莉奈 水戸レイクス 86 (42、44)

二口 涼 鹿沼72 72 (35、37) 堀越 心愛 水戸レイクス 78 (42、36) 新田 紗弓 新千葉 81 (41、40) 森 瑞那 那須小川 86 (41、45)

10 石川 聖奈 水戸レイクス 73 (39、34) 今井 萌絵 水戸レイクス 78 (41、37) 本宮 あゆみ ニッソー 81 (39、42) 132 宮島 麻有 慶応義塾大 87 (44、43)

木村 円 水戸レイクス 73 (37、36) 間取 千尋 水戸レイクス 78 (40、38) 92 芳崎 海沙稀 愛鷹 82 (44、38) 蛭間 帆海 那須小川 87 (43、44)

花渕 里帆 那須小川 73 (36、37) 齋藤 若葉 扶桑 78 (40、38) 澤田 麻依 東京五日市 82 (43、39) 郡司 玲奈 水戸レイクス 87 (43、44)

13 桐原 愛奈 水戸レイクス 74 (39、35) 田中 梨菜 東千葉 78 (39、39) 渡名喜 裕佳 日本体育大 82 (42、40) 中野 みさき 小田原･日動御殿場 87 (42、45)

大輪 美優 日本大 74 (38、36) 高橋 清 那須小川 78 (39、39) 才津 智美 ニッソー 82 (42、40) 136 郡司 桃果 水戸レイクス 88 (46、42)

増田 麗菜 南富士 74 (38、36) 松﨑 麻矢 法政大 78 (39、39) 大塚 香子 専修大 82 (42、40) 137 萩原 菜乃花 日本大 89 (43、46)

臼井 麗香 皐月･鹿沼 74 (38、36) 堀 美樹 木更津 78 (38、40) 飯田 絵己 オリムピック 82 (41、41) 138 稲永 絢 日本大 90 (45、45)

杉田 茉由 那須小川 74 (38、36) 田中 真弓 成田東 78 (38、40) 深澤 みなみ 早稲田大 82 (41、41) 高橋 美絵 市原京急 90 (42、48)

佐久間 夏美 水戸レイクス 74 (37、37) 野口 優香 房総 78 (37、41) 田澤 美保 京 82 (39、43) 140 中坪 南 鶴舞 92 (48、44)

本 明夏 鶴舞 74 (37、37) 熊倉 莉子 富士箱根 78 (36、42) 永嶋 花音 水戸レイクス 82 (39、43) 141 赤坂 彩圭 日本大 93 (46、47)

中川 梨華 那須小川 74 (36、38) 61 嘉数 舞美 水戸レイクス 79 (43、36) 磯井 玲那 長太郎 82 (39、43) 142 夏山 ルイ セゴビア 96 (47、49)

坂井 七菜 水戸レイクス 74 (35、39) 大石 彩未 穂高 79 (42、37) 西村 涼花 長太郎 82 (39、43) 143 朱 娟佑 鶴舞 97 (48、49)

22 早川 夏未 東京五日市 75 (38、37) 越田 泰羽 TEAM KGA ジュニア 79 (41、38) 103 宮本 夏実 水戸レイクス 83 (44、39) 棄権 川勝 美紀 小田原･松田

脇山 佳連 大熱海国際 75 (37、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 平野 愛子 東京五日市 83 (42、41) 欠場 野田 すみれ 水戸レイクス

福井 貴子 那須小川 75 (36、39) 長倉 加奈 鹿沼 79 (40、39) 田口 遥麗 水戸レイクス 83 (42、41) 欠場 清水 聡子 つくばね

古家 翔香 那須小川 75 (35、40) 山本 華菜音 TEAM KGA ジュニア 79 (40、39) 芹川 真海 駒沢大 83 (41、42) 欠場 田原 彰乃 木更津

26 金野 優菜 東京五日市 76 (40、36) 石塚 かれん 駒澤大 79 (40、39) 島袋 恵美 千葉国際 83 (41、42) 欠場 鈴木 希 クリスタル

藤田 愛 那須小川 76 (40、36) 小暮 千広 ニッソー 79 (39、40) 伊藤 きらら 塩嶺 83 (41、42) 欠場 丸山 海沙 東名

小﨑 茜 新千葉 76 (39、37) 松岡 華 那須小川 79 (39、40) 長尾 説子 成田GC 83 (40、43) 欠場 米澤 弥夏 東京五日市

美馬 つかさ 那須小川 76 (39、37) 金子 弥生 相模原 79 (39、40) 柳澤 木の実 水戸レイクス 83 (40、43) 欠場 金澤 里伊満 水戸レイクス

高野 あかり セントラル 76 (38、38) 杉田 美紀 那須小川 79 (39、40) 阿見 敦美 日本大 83 (39、44) 欠場 山野辺 栞南 東京五日市

塩田 美樹子 葉山国際 76 (38、38) 蓮見 裕里奈 東洋英和女学院大 79 (39、40) 112 安東 二子 新千葉 84 (43、41) 欠場 佐藤 杏莉 那須小川

鈴木 磨夜 水戸レイクス 76 (37、39) 西郷 真央 那須小川 79 (38、41) 濱本 賢実 日本大 84 (43、41)

嬉野 由 葉山国際 76 (36、40) 阿部 桃子 千葉国際 79 (38、41) 飯村 知紗 水戸レイクス 84 (42、42)

桑山 紗月 那須小川 76 (35、41) 74 寒郡 ひな ニッソー 80 (42、38) 夏堀 萌香 水戸レイクス 84 (42、42)

35 阿部 未来 那須小川 77 (41、36) 荻野 晴海 富士ロイヤル 80 (42、38) 野尻 ゆかり セゴビア 84 (42、42)

小西 遥 房総 77 (40、37) 関根 理央 那須小川 80 (42、38) 松原 由幸 ノースショア 84 (42、42)

長嶺 葉子 専修大 77 (40、37) 縄田屋 ももか 東京五日市 80 (42、38) 市瀬 珠梨 慶応義塾大 84 (41、43)

田中 のどか 大宮国際 77 (40、37) 米山 舞香 葉山国際 80 (41、39) 押田 千菜実 那須小川 84 (41、43)

須藤 麗 水戸レイクス 77 (39、38) 西澤 歩未 東京五日市 80 (40、40) 田谷 千秋 平塚富士見 84 (41、43)

阿部 萌 ニッソー 77 (39、38) 鎮守 愛佳 水戸レイクス 80 (40、40) 臼井 蘭世 皐月･鹿沼 84 (41、43)

高橋 和華 東名 77 (39、38) 鶴岡 果恋 葉山国際 80 (39、41) 大森 紗帆 伊勢原 84 (40、44)

4月18日(月)

平成28年度関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技

キングフィールズゴルフクラブ( 6261Yards   Par 72 )
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