
会場：

期日：
エントリー： 49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 鶴岡 果恋 TEAM KGA ジュニア 72 (37、35) 星野 瑠菜 朝霧ジャンボリー 88 (39、49)

2 横山 稀理 日本大学 73 (38、35) 42 古谷 優花 那須小川 89 (45、44)

花田 華梨 TEAM KGA ジュニア 73 (38、35) 髙橋 みさと 東京五日市 89 (43、46)

鈴木 磨夜 水戸レイクス 73 (34、39) 44 加藤 陽 日本大学 93 (44、49)

5 橋添 穂 ヴィンテージ 75 (38、37) 45 稲永 真衣 日本大学 96 (47、49)

原田 葵 小田原･日動御殿場 75 (36、39) 46 陣内 久美子 秩父国際 113 (56、57)

7 阿部 萌 伊勢原 76 (40、36) 欠場 小林 祐奈 那須小川

渡部 夏生 櫛形 76 (39、37) 欠場 小田倉 富士子 芳賀

森 彩乃 富士箱根 76 (38、38) 欠場 椎名 玲菜 水戸レイクス

森 はな オリムピック 76 (38、38)

11 西澤 歩未 葉山国際 77 (38、39)

臼井 蘭世 皐月･鹿沼 77 (37、40)

13 金野 優菜 東京五日市 78 (41、37)

手塚 あいり 立科 78 (39、39)

越田 泰羽 TEAM KGA ジュニア 78 (38、40)

宮澤 風優 櫛形 78 (37、41)

17 天野 真里奈 小田原･日動御殿場 79 (40、39)

高橋 夢羽 小田原･日動御殿場 79 (39、40)

稲垣 那奈子 東京五日市 79 (39、40)

佐藤 心結 大熱海国際 79 (39、40)

21 中田 樹乃 日本大学 80 (42、38)

相原 紗奈 TEAM KGA ジュニア 80 (41、39)

- 以 上、 予 選 通 過 －

松原 亜美 愛鷹 80 (39、41)

中村 珠莉香 水戸レイクス 80 (38、42)

25 高橋 舞羽 小田原･日動御殿場 81 (41、40)

木村 円 水戸レイクス 81 (39、42)

27 櫻井 見音 関東ジュニア 82 (43、39)

高橋 清 那須小川 82 (40、42)

29 田中 博子 ツインレイクス 83 (41、42)

30 深谷 琴乃 東京五日市 84 (44、40)

澤田 麻依 東京五日市 84 (43、41)

野口 恵美 法政大学 84 (41、43)

嶌田 香雅美 富士小山 84 (40、44)

34 大島 瑠々海 鹿沼72 85 (42、43)

橋添 恵 明治大学 85 (42、43)

鈴木 愛佳子 神奈川 85 (40、45)

37 縄田屋 ももか 東京五日市 87 (46、41)

栗林 夏希 那須小川 87 (45、42)

保田 はな 伊勢原 87 (44、43)

40 高橋 琴音 岡部チサン 88 (42、46)

4月17日(月)

平成29年度関東女子ゴルフ選手権第3ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 西コース( 6349Yards   Par 72 )


	ランク

