
会場：

期日：
エントリー： 87名

出場： 85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

1 阿部 未来 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 41 松本 みつき 芦の湖 80 (42、38) 松原 このみ 那須小川 89 (44、45)

夏野 香月 那須小川 71 (35、36) 板東 莉子 豊岡国際 80 (42、38) 83 杉下 舞 香取 91 (46、45)

3 中澤 瑠来 那須小川 72 (37、35) 小川 夕月 富士ロイヤル 80 (41、39) 84 坂西 涼 下田城 92 (47、45)

和久井 麻由 TEAM KGA ジュニア 72 (33、39) 小西 遥 房総 80 (41、39) 失格 石川 恵美 扶桑

5 望月 美甫 TEAM KGA ジュニア 73 (35、38) 宮治 春佳 大宮国際 80 (40、40) 欠場 米山 舞香 葉山国際

6 高橋 夏奈 東京五日市 74 (35、39) 近藤 優衣 斑尾高原 80 (40、40) 欠場 久保 英恵 東京五日市

7 浅見 優華 葉山国際 75 (38、37) 柳澤 木の実 成城大学 80 (39、41)

松﨑 奈未 JGM セベバレステロス 75 (38、37) 伊藤 二花 東京五日市 80 (39、41)

本田 瑞稀 日本大学 75 (38、37) 野口 優香 房総 80 (39、41)

脇山 佳連 法政大学 75 (37、38) 50 土屋 あゆ 新千葉 81 (43、38)

吉田 莉生 東京五日市 75 (37、38) 小栗 季莉 葉山国際 81 (43、38)

12 山崎 虹歩 山梨学院大学 76 (38、38) 渡辺 さくら 扶桑 81 (42、39)

小林 芽以 那須小川 76 (38、38) 原田 瑠璃南 秋山 81 (42、39)

田邉 美莉 日本大学 76 (37、39) 大森 紗帆 伊勢原 81 (42、39)

髙橋 采未 諏訪湖 76 (36、40) 山室 結衣 オリムピック 81 (40、41)

河村 来未 那須小川 76 (36、40) 56 小俣 美岬 日本大学 82 (42、40)

17 嬉野 由 葉山国際 77 (43、34) 金子 弥生 相模原 82 (42、40)

近藤 あみ 石地シーサイド 77 (42、35) 千葉 雪乃 富士川 82 (41、41)

矢口 愛理 専修大学 77 (41、36) 山田 紗楽 東京五日市 82 (38、44)

山崎 優 東京五日市 77 (40、37) 60 伊藤 きらら 塩嶺 83 (42、41)

押田 千菜実 那須小川 77 (39、38) 関口 美月 ヨネックス 83 (41、42)

後藤 玲来 那須小川 77 (39、38) 飯田 絵己 オリムピック 83 (41、42)

小﨑 茜 新千葉 77 (38、39) 中野 みさき 葉山国際 83 (40、43)

阿見 敦美 日本大学 77 (38、39) 藤森 未夕 鹿野山 83 (40、43)

25 矢作 紗香 那須小川 78 (41、37) 清水 かおり 八王子 83 (40、43)

齋藤 若葉 扶桑 78 (39、39) 高橋 ありさ 東京五日市 83 (37、46)

大島 桃果 鹿沼72 78 (39、39) 田中 櫻子 大宮国際 83 (37、46)

柴田 莉奈 ロイヤルスター 78 (39、39) 68 荻原 いなほ TEAM KGA ジュニア 84 (42、42)

坂井 留奈 那須小川 78 (38、40) 伊藤 藍月 那須小川 84 (40、44)

前田 聖美 葉山国際 78 (38、40) 70 平野 愛子 東京五日市 85 (43、42)

長嶺 葉子 専修大学 78 (38、40) 夏山 ルイ セゴビア 85 (41、44)

32 大郷 光瑠 TEAM KGA ジュニア 79 (41、38) 松村 茉理奈 日本大学 85 (39、46)

川畑 優菜 JGM セベバレステロス 79 (41、38) 73 勝見 梓 関東ジュニア 86 (45、41)

金井 佳代 青梅 79 (40、39) 田中 友梨 JGMベルエア 86 (39、47)

早川 夏未 東京五日市 79 (40、39) 75 佐藤 萌美 イーストヒル 87 (45、42)

吉田 鈴 TEAM KGA ジュニア 79 (40、39) 関口 碧 TEAM KGA ジュニア 87 (44、43)

平木 亜莉奈 関東ジュニア 79 (39、40) 髙橋 佑果 諏訪湖 87 (44、43)

大石 彩未 穂高 79 (38、41) 葉山 容子 大秦野 87 (41、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 79 小笠原 さや子 那須 88 (42、46)

浅野 愛莉 山梨学院大学 79 (38、41) 80 中谷 鈴音 富里 89 (45、44)

新谷 芽々 葉山国際 79 (37、42) 佐藤 愛美 イーストヒル 89 (44、45)

4月17日(月)

平成29年度関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 東コース( 6340Yards   Par 72 )


	ランク

