
会場：

期日：
エントリー： 160名

出場： 157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 遠藤 眞子 那須小川 70 (34、36) 吉津谷 彩香 那須小川 78 (39、39) 石山 朋佳 カレドニアン 81 (38、43) 中村 和子 我孫子 86 (44、42)

佐藤 有仁加 広陵 70 (33、37) 鈴木 桂花 カレドニアン 78 (39、39) 83 桐原 愛奈 水戸レイクス 82 (46、36) 小林 彩音 オリムピック・レイクつぶらだ 86 (44、42)

石井 理緒 新発田城 70 (33、37) 鈴木 千晴 那須小川 78 (38、40) 寒郡 にな ニッソー 82 (43、39) 平林 治子 都留 86 (43、43)

4 廣田 真優 那須小川 72 (37、35) 石川 茉友夏 那須小川 78 (37、41) 知念 梨沙 中央学院大学 82 (41、41) 桑村 美穂 TEAM KGA ジュニア 86 (43、43)

小滝 水音 マナ 72 (35、37) 五月女 栞雛 那須小川 78 (37、41) 松原 由幸 ノースショア 82 (40、42) 新田 祐美菜 東我孫子 86 (43、43)

堀越 心愛 水戸レイクス 72 (33、39) 赤荻 瑠花 水戸レイクス 78 (36、42) 佐藤 真優 水戸レイクス 82 (40、42) 斉藤 妙 東京五日市 86 (41、45)

7 佐久間 朱莉 TEAM KGA ジュニア 73 (38、35) 48 長野 未祈 長太郎 79 (43、36) 長倉 加奈 鹿沼 82 (39、43) 129 小俣 柚葉 東京五日市 87 (46、41)

六車 日那乃 関東ジュニア 73 (36、37) 木村 美月 水戸レイクス 79 (42、37) 大澤 萌衣 関東ジュニア 82 (39、43) 新井 麻衣子 成田東 87 (45、42)

松﨑 麻矢 法政大学 73 (36、37) 中島 萌絵 水戸レイクス 79 (41、38) 木村 美霞 東京五日市 82 (39、43) 田中 愛 水戸レイクス 87 (42、45)

10 丹野 寧々 ゴルフ5・サニーフィールド 74 (36、38) 篠崎 葵 オリムピック・レイクつぶらだ 79 (40、39) 田中 真弓 成田東 82 (38、44) 坂井 七菜 水戸レイクス 87 (41、46)

木村 朱夢 那須小川 74 (35、39) 秋元 彩葉 那須小川 79 (39、40) 鎮守 愛佳 水戸レイクス 82 (38、44) 石川 涼夏 那須小川 87 (40、47)

山崎 杏 ニッソー 74 (34、40) 諸橋 愛奈 三井の森蓼科 79 (39、40) 93 佐々木 莉奈 水戸レイクス 83 (44、39) 134 久保 青空 那須小川 88 (47、41)

13 今井 鮎美 那須小川 75 (38、37) 杉田 美紀 那須小川 79 (36、43) 関野 愛美 矢板 83 (43、40) 金澤 里伊満 水戸レイクス 88 (46、42)

岩井 千怜 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 55 川野 美穂 ノーザン錦ヶ原 80 (43、37) 市村 香純 水戸レイクス 83 (43、40) 飯村 知紗 水戸レイクス 88 (43、45)

平塚 新夢 水戸レイクス 75 (37、38) 高橋 美羽 那須カントリー 80 (43、37) 寒郡 ひな ニッソー 83 (42、41) 磯井 玲那 長太郎 88 (42、46)

鈴木 優芽 足利 75 (36、39) 宮本 夏実 水戸レイクス 80 (41、39) 浅井 つかさ 水戸レイクス 83 (42、41) 宮部 樹理 水戸レイクス 88 (40、48)

吉澤 柚月 関東ジュニア 75 (35、40) 今 綾奈 関東ジュニア 80 (40、40) 斉藤 里奈 扶桑 83 (41、42) 139 新宮 帆乃美 JGM セベバレステロス 89 (46、43)

18 池羽 陽向 那須小川 76 (39、37) 高野 あかり セントラル 80 (40、40) 佐藤 優 石地シーサイド 83 (40、43) 藤田 愛 那須小川 89 (45、44)

市村 杏 ヴィレッジ東軽井沢 76 (38、38) 佐藤 夏恋 水戸レイクス 80 (40、40) 筒井 美羽 関東ジュニア 83 (39、44) 勝 美枝子 館山 89 (45、44)

榎本 杏果 那須小川 76 (38、38) 薄井 香澄 那須カントリー 80 (40、40) 101 奥村 穂夏 水戸レイクス 84 (45、39) 小澤 亜美 中央学院大学 89 (44、45)

吉川 くるみ 関東ジュニア 76 (38、38) 赤荻 瑠那 水戸レイクス 80 (40、40) 田口 遥麗 水戸レイクス 84 (44、40) 143 郡司 玲奈 水戸レイクス 90 (44、46)

大村 みなみ 那須小川 76 (38、38) 郡司 桃果 水戸レイクス 80 (39、41) 山崎 花音 フォレスト 84 (44、40) 144 竹谷 茉紘 JGM セベバレステロス 91 (49、42)

常 文恵 那須小川 76 (37、39) 花渕 里帆 那須小川 80 (38、42) 伊波川 彩名 TEAM KGA ジュニア 84 (43、41) 松山 奈津江 宍戸ヒルズ 91 (48、43)

古家 翔香 那須小川 76 (36、40) 高橋 幸 那須小川 80 (38、42) 本宮 あゆみ ニッソー 84 (43、41) 夏堀 萌香 水戸レイクス 91 (43、48)

25 松岡 華 那須小川 77 (42、35) 佐久間 夏美 水戸レイクス 80 (38、42) 若月 杏奈 聖心女子大学 84 (43、41) 147 菊田 有紗 中央大学 92 (45、47)

森田 彩音 関東ジュニア 77 (40、37) 桑山 紗月 那須小川 80 (35、45) 小暮 千広 ニッソー 84 (42、42) 148 村上 美佳 鷹 93 (49、44)

植竹 愛海 かすみがうらOGM 77 (39、38) 68 田中 祐姫 日本体育大学 81 (44、37) 小暮 広海 ニッソー 84 (42、42) 149 成田 瑛麻 TEAM KGA ジュニア 94 (49、45)

菊地 りお 千成 77 (39、38) 福岡 萌生 那須小川 81 (43、38) 井上 渚 那須小川 84 (41、43) 榎本 明日香 東京国際大学 94 (45、49)

永田 萌夏 中央学院大学 77 (39、38) 津田 桃果 中央学院大学 81 (43、38) 常枝 清楓 慶応義塾大学 84 (41、43) 151 榊 梨衣 JGMやさと石岡 96 (47、49)

廣田 美優 皐月･佐野 77 (38、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 若月 優衣 栗橋國際 84 (41、43) 152 亀田 うらら あさひヶ丘 97 (49、48)

新藤 励 サンコー72 77 (37、40) 高橋 和華 東名 81 (43、38) 氏原 里彩 那須小川 84 (39、45) 武井 遼子 慶應義塾大学 97 (48、49)

泉谷 若菜 明治大学 77 (37、40) 関根 理央 那須小川 81 (42、39) 石川 聖奈 関東ジュニア 84 (39、45) 奥邑 柚月 中央学院大学 97 (44、53)

岡地 里香 東京五日市 77 (37、40) 佐藤 杏莉 扶桑 81 (41、40) 齊藤 愛美 櫛形 84 (39、45) 155 荻野 遥香 慶應義塾大学 99 (48、51)

西村 涼花 長太郎 77 (36、41) 田中 友理奈 小田原･日動御殿場 81 (41、40) 115 須藤 麗 水戸レイクス 85 (46、39) 156 木村 有花 慶應義塾大学 100 (53、47)

35 小林 瑞季 法政大学 78 (41、37) 飛田 葵 JGM セベバレステロス 81 (40、41) 野矢 愛莉 かすみがうらOGM 85 (43、42) 157 生田 博子 慶應義塾大学 115 (59、56)

横山 珠々奈 那須小川 78 (41、37) 伊藤 歩 東筑波 81 (40、41) 山本 華菜音 扶桑 85 (42、43) 欠場 小林 夢果 あさひヶ丘

島袋 恵美 千葉国際 78 (41、37) 岩井 明愛 関東ジュニア 81 (39、42) 齋藤 華音 扶桑 85 (41、44) 欠場 宮田 鈴子 ブリック＆ウッド

蛭間 帆海 那須小川 78 (40、38) 杉田 茉由 那須小川 81 (39、42) 結城 穂 水戸レイクス 85 (40、45) 欠場 小林 美優 扶桑

羽藤 和奏 TEAM KGA ジュニア 78 (40、38) 曽雌 ひまり 水戸レイクス 81 (39、42) 120 宮本 リリカ JGM セベバレステロス 86 (47、39)

大輪 美優 日本大学 78 (40、38) 森 紗也佳 霞ヶ関 81 (39、42) 安孫子 美央 グリーンパーク 86 (45、41)

星野 杏奈 大宮国際 78 (39、39) 西郷 真央 那須小川 81 (39、42) 谷口 瑠梨 鹿沼72 86 (45、41)

4月17日(月)

平成29年度関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

我孫子ゴルフ倶楽部( 6260Yards   Par 72 )
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