
会場：

期日：

エントリー： 143名

出場： 139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 山崎 優 東京五日市 69 (34、35) 伊波川 彩名 TEAM KGA ジュニア 77 (40、37) 清水 日奈 早稲田大 81 (39、42) 123 田中 梨菜 東千葉 89 (46、43)

2 池羽 陽向 那須伊王野 71 (36、35) 橋添 穂 関東ジュニア 77 (39、38) 久保 青空 那須小川 81 (39、42) 角田 夢香 関東国際 89 (42、47)

大郷 光瑠 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 原田 瑠璃南 秋山 77 (39、38) 関口 碧 那須小川 81 (39、42) 橋添 恵 明治大 89 (41、48)

4 木村 円 水戸レイクス 72 (39、33) 石澤 梨杏 東京五日市 77 (38、39) 85 高橋 夏奈 東京五日市 82 (45、37) 126 松村 茉理奈 日本大 90 (46、44)

岩井 千怜 TEAM KGA ジュニア 72 (36、36) 菊地 りお 千成 77 (37、40) 田谷 千秋 平塚富士見 82 (42、40) 127 佐藤 萌美 イーストヒル 91 (48、43)

和久井 麻由 TEAM KGA ジュニア 72 (35、37) 茶木 詩央 関東国際 77 (36、41) 加藤 陽 日本大 82 (41、41) 加藤 凛 石地シーサイド 91 (48、43)

森 彩乃 富士箱根 72 (34、38) 48 中村 珠莉香 水戸レイクス 78 (40、38) 縄田屋 ももか 東京五日市 82 (41、41) 西原 貴美 穂高 91 (43、48)

8 金岡 杏実 日本大 73 (39、34) 夏野 香月 那須小川 78 (40、38) 福岡 萌生 那須小川 82 (39、43) 130 高橋 夢羽 小田原･日動御殿場 92 (44、48)

後藤 ひなの 日本大 73 (39、34) 小川 夕月 富士ロイヤル 78 (39、39) 荻原 いなほ 関東国際 82 (39、43) 木村 有花 慶應義塾大 92 (44、48)

相原 紗奈 TEAM KGA ジュニア 73 (38、35) 齋藤 若葉 扶桑 78 (39、39) 91 渡辺 さくら 扶桑 83 (43、40) 132 増澤 彩巴 那須伊王野 93 (44、49)

早川 夏未 東京五日市 73 (37、36) 米澤 弥夏 東京五日市 78 (39、39) 川野 美穂 明治大 83 (42、41) 133 森谷 聡子 穂高 94 (46、48)

佐久間 朱莉 TEAM KGA ジュニア 73 (37、36) 山村 真鈴 大宮国際 78 (38、40) 前田 聖美 葉山国際 83 (42、41) 134 下 真由 慶應義塾大 95 (45、50)

大島 桃果 鹿沼72 73 (34、39) 佐藤 心結 TEAM KGA ジュニア 78 (38、40) 中田 樹乃 日本大 83 (42、41) 135 森下 礼菜 慶應義塾大 97 (51、46)

14 髙澤 理華 櫛形 74 (39、35) 大島 瑠々海 鹿沼72 78 (38、40) 千葉 雪乃 富士川 83 (41、42) 136 大塚 梨紗 慶應義塾大 98 (50、48)

中澤 瑠来 関東ジュニア 74 (39、35) 田中 のどか 大宮国際 78 (36、42) 小林 彩音 オリムピック・レイクつぶらだ 83 (39、44) 137 諸橋 伶奈 立教大 99 (48、51)

谷口 瑠梨 鹿沼72 74 (39、35) 57 田中 友梨 JGMベルエア 79 (41、38) 嶌田 香雅美 富士小山 83 (39、44) 138 山王 まこ 立教大 102 (50、52)

金野 優菜 関東ジュニア 74 (38、36) 宇田 紗彩 葉山国際 79 (41、38) 98 平井 美咲 駒澤大 84 (43、41) 139 大脇 加子 立教大 119 (55、64)

天野 真里奈 小田原･日動御殿場 74 (38、36) 木村 朱夢 那須小川 79 (41、38) 野口 恵美 法政大 84 (43、41) 欠場 村上 美佳 鷹

勝亦 令奈 沼津 74 (36、38) 弘津 綾香 日本大 79 (40、39) 呉 鍾淑 太田双葉 84 (43、41) 欠場 新谷 芽々 葉山国際

高橋 しずく 関東ジュニア 74 (35、39) 脇山 佳連 法政大 79 (40、39) 101 平野 愛子 東京五日市 85 (46、39) 欠場 飯田 絵己 オリムピック

21 松﨑 奈未 JGM セベバレステロス 75 (39、36) 矢口 愛理 専修大 79 (39、40) 田中 櫻子 大宮国際 85 (45、40) 欠場 清水 かおり 八王子

鈴木 磨夜 日本大 75 (38、37) 石井 咲来 那須小川 79 (39、40) 目黒 宝 石地シーサイド 85 (45、40)

手塚 彩馨 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 横山 珠々奈 那須小川 79 (38、41) 上田 澪空 TEAM KGA ジュニア 85 (44、41)

青野 紗也 ヴィンテージ 75 (38、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 城ケ辻 麻衣 中央都留 85 (43、42)

新藤 励 サンコー72 75 (37、38) 花田 華梨 TEAM KGA ジュニア 79 (36、43) 中澤 凜音 那須小川 85 (43、42)

26 斉藤 妙 東京五日市 76 (41、35) 66 大石 彩未 穂高 80 (43、37) 吉田 莉生 関東国際 85 (42、43)

田中 友理奈 小田原･日動御殿場 76 (40、36) 三輪 優希 慶應義塾大 80 (42、38) 永井 晴菜 日本大 85 (42、43)

鈴木 愛佳子 神奈川 76 (40、36) 吉津谷 彩香 那須伊王野 80 (42、38) 水野 円琳 扶桑 85 (41、44)

山崎 花音 フォレスト 76 (39、37) 緑川 瑞玲 関東国際 80 (41、39) 110 武井 遼子 慶應義塾大 86 (46、40)

矢作 紗香 那須小川 76 (39、37) 笠井 紗夏 大厚木 80 (41、39) 塚田 こと音 関東国際 86 (44、42)

高木 りおん 那須伊王野 76 (39、37) 薄井 香澄 那須カントリー 80 (41、39) 古谷 優花 那須小川 86 (43、43)

千田 萌花 松本 76 (39、37) 髙橋 采未 TEAM KGA ジュニア 80 (40、40) 山田 紗楽 東京五日市 86 (41、45)

長谷川 愛美 鳳凰 76 (39、37) 岩井 明愛 TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 114 生田 博子 慶應義塾大 87 (44、43)

田邉 美莉 きみさらず 76 (38、38) 星野 瑠菜 TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 加藤 風羽 石地シーサイド 87 (44、43)

榎本 杏果 那須小川 76 (38、38) 小俣 美岬 日本大 80 (38、42) 谷口 千栄子 平塚富士見 87 (44、43)

本田 瑞稀 日本大 76 (38、38) 諸橋 愛奈 三井の森蓼科 80 (38、42) 阿見 敦美 日本大 87 (43、44)

秋元 彩葉 那須小川 76 (37、39) 近藤 あみ 石地シーサイド 80 (37、43) 稲永 真衣 日本大 87 (42、45)

市村 杏 関東ジュニア 76 (37、39) 78 横山 稀理 日本大 81 (41、40) 鞍田 有紀 鶴舞 87 (42、45)

山本 穂花 葉山国際 76 (37、39) 田中 愛 水戸レイクス 81 (41、40) 山室 結衣 オリムピック 87 (39、48)

望月 美甫 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 仲西 美波 関東ジュニア 81 (41、40) 121 松山 奈津江 宍戸ヒルズ 88 (46、42)

41 嬉野 由 葉山国際 77 (40、37) 浅見 優華 葉山国際 81 (40、41) 阿部 萌 伊勢原 88 (44、44)

4月16日(月)

平成30年関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技

平塚富士見カントリークラブ 大磯コース( 6280Yards   Par 72 )


