
会場：
期日：

エントリー： 68名
出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 村田 理沙 杉並学院中2 71 (35、36) 猪亦 麻衣 愛川東中2 91 (48、43)

大西 葵 我孫子中3 71 (34、37) 岡田 留奈 愛川東中2 91 (45、46)

3 西村 美希 寺島中2 72 (36、36) 小平 さゆり 南部中1 91 (42、49)

松森 彩夏 砧中3 72 (34、38) 44 角田 佳乃 旭中1 93 (47、46)

5 粕谷 美佳 東金子中2 74 (39、35) 45 和田 佳子 新宿中1 96 (49、47)

6 金澤 志奈 友部二中1 77 (38、39) 山内 鈴蘭 学館浦安中3 96 (47、49)

久保 英恵 国分寺四中2 77 (37、40) 菊池 美保子 在家中1 96 (46、50)

8 李 在乙 東京韓国人学校3 78 (40、38) 48 乘富 舞 伊藤学園中2 97 (50、47)

柳澤 鈴加 安中一中3 78 (38、40) 49 持田 奈穂 豊岡中2 98 (50、48)

木村 彩子 入船中2 78 (38、40) 50 當間 楓 埼玉栄中1 100 (49、51)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 51 長嶺 葉子 矢向中2 101 (48、53)

佐藤 耀穂 赤見台中1 78 (37、41) 52 田村 朱花 杉並学院中2 104 (53、51)

12 岩崎 安珠 清水中1 80 (43、37) 53 実松 里紗 千葉大中3 106 (49、57)

大又 瞳 梅田中2 80 (39、41) 54 木村 記子 千葉日大一中2 107 (51、56)

石倉 佳那子 若葉台中2 80 (37、43) 55 倉場 可織 習志野五中2 109 (53、56)

15 山本 あす香 浜松開誠館中2 81 (42、39) 56 比嘉 琴実 国分寺台西中2 110 (58、52)

上野 晴香 友部二中3 81 (39、42) 57 萩間 麻子 浜松開誠館中3 111 (57、54)

17 田川 りさ 聖心女子学院中3 82 (38、44) 58 赤羽 蒔菜 豊郷中1 113 (59、54)

18 星 愛海 広尾学園中2 83 (40、43) 59 石塚 かれん トキワ松中1 114 (55、59)

19 佐藤 蒼海 井野中1 84 (44、40) 60 南部 郁実 江東第三砂町中1 133 (64、69)

山本 静香 多古中3 84 (42、42) 失格 大浜 佑美 浜松開誠館中1

田中 梨菜 成城学園中6 84 (41、43) 失格 吉田 奈那 埼玉栄中2

宮崎 千瑛 杉並学院中1 84 (40、44) 欠場 川崎 志穂 大貫中1

23 冨張 里南 開進四中3 85 (43、42) 欠場 二木 千賀子 埼玉栄中3

渡部 優香 平戸中2 85 (43、42) 欠場 下川 由莉子 真光寺中3

鈴木 希 笠懸中2 85 (42、43) 欠場 小泉 美晴 日吉台中1

市村 香純 笠間中1 85 (42、43) 欠場 小金澤 楓 安中一中3

阿部 桃子 聖心女子学院中3 85 (42、43) 欠場 益子 紗也香 新栄中2

28 田中 友理奈 田柄中2 86 (43、43)  
新倉 志穂 日大三島中2 86 (43、43)  
筒井 祐希乃 小松川二中2 86 (43、43)  
津房 優香 熱海中2 86 (42、44)  

32 五十嵐 春佳 川東中1 87 (44、43)  
櫻木 百萌 ヘリテイジアカデミー中3 87 (44、43)  

34 早川 真帆 聖心IN中2 88 (46、42)  
芹川 夏海 杉並学院中3 88 (45、43)  
高島 海帆 諏訪中1 88 (43、45)  
橋添 恵 山梨大教育人間科学部中1 88 (40、48)  

38 小田嶋 優依 水戸一中2 89 (45、44)  
志賀 怜香 蕨東中3 89 (42、47)  

40 深澤 みなみ 下里中2 91 (48、43)  

平成21年7月21日

平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 女子12歳～14歳の部 第1ブロック

鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース( 6157Yards   Par 72 )



会場：
期日：

エントリー： 69名
出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 本多 奈央 吉原二中2 68 (32、36) 41 横川 みなみ 豊里中1 94 (46、48)

2 江澤 亜弥 高麗川中3 70 (34、36) 42 前中 彩花 上溝南中3 96 (50、46)

3 安田 彩乃 湘南学園中2 73 (36、37) 加藤 陽子 吉祥女子中2 96 (48、48)

4 三浦 凪沙 コロンビアIN中2 74 (35、39) 芹川 真海 杉並学院中1 96 (47、49)

5 長谷川 理那 鶴ヶ島南中2 76 (39、37) 小嶋 玲菜 多古中2 96 (44、52)

渡邊 桂子 慶應義塾中等部2 76 (37、39) 46 市瀬 珠梨 慶應義塾中等部2 97 (51、46)

7 佐々木 萌有 小岩三中3 77 (36、41) 関 明奈 相模中3 97 (49、48)

8 照山 亜寿美 緑岡中3 78 (41、37) 48 松本 富美華 大網中3 99 (52、47)

9 市川 里菜 日大中3 79 (41、38) 49 松崎 麻矢 府中四中1 102 (52、50)

新田 千夏 佐久長聖中1 79 (37、42) 50 森 瑞那 足立一中1 103 (48、55)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 51 糠信 ひなた 麗澤中1 106 (53、53)

11 荒川 侑奈 松戸四中2 80 (42、38) 52 西野 志奈 幕張西中1 107 (50、57)

岡田 悠里 杉並学院中3 80 (42、38) 53 堤 菜央 浜松開誠館中3 108 (54、54)

佐久間 綾女 友部二中1 80 (38、42) 54 坂本 寧々 富士見東中1 109 (49、60)

14 折茂 ひまわり 共愛学園中1 81 (42、39) 55 三部 未稀 杉並学院中2 113 (51、62)

石川 葉子 松伏二中1 81 (41、40) 56 渡邊 夏海 南下浦中1 115 (58、57)

樋口 莉沙 谷田部中1 81 (40、41) 57 梅原 茉奈未 立正中3 118 (52、66)

木村 雅子 千葉日大一中3 81 (40、41) 58 冨岡 春菜 古和釜中2 120 (63、57)

丹野 寧々 智学館中2 81 (39、42) 59 三浦 真由 立正中2 121 (58、63)

19 中山 裕里加 瀬戸谷中3 82 (40、42) 60 岡村 ありさ 平山中2 129 (66、63)

20 田中 遥 調布七中2 83 (44、39) 61 川瀬 真奈香 貝塚中1 132 (69、63)

小出 真鈴 更北中3 83 (43、40) 62 平山 星凪 東山田中1 144 (68、76)

川上 茉莉枝 中郷中2 83 (43、40) 欠場 高田 佳奈子 立川七中1

沼田 玲奈 宮崎中1 83 (43、40) 欠場 宮崎 莉子 大椎中2

菊田 有紗 裾野西中1 83 (41、42) 欠場 湯澤 里於 杉並学院中1

25 渡邊 碧 高萩中2 84 (41、43) 欠場 原岡 萌生 鶴が台中1

高野 あかり 和洋国府台女子中2 84 (40、44) 欠場 石川 英里佳 立正中3

27 筒井 優那 小金井二中3 85 (43、42) 欠場 鈴木 咲良 佐野日大中3

28 仲正路 夢 西原中2 86 (46、40) 欠場 大越 花菜 吹上中1

高岡 亜梨沙 水戸四中2 86 (40、46)  
30 久保 葵 浜松開誠館中3 87 (44、43)  

飯田 真梨 冨士見台中2 87 (43、44)  
32 桑原 枝里 富士見丘中3 88 (47、41)  

古屋 佑佳 菖蒲南中3 88 (42、46)  
34 篠原 愛水 共立女子二中3 89 (47、42)  
35 山梨 眞莉 金津中2 91 (50、41)  

河村 菜奈 巻西中3 91 (49、42)  
37 今松 頼能 富士岡中3 92 (44、48)  

明石 美都里 共立女子二中3 92 (43、49)  
柿沼 佑名 鹿沼西中2 92 (39、53)  

40 植野 星香 中川中2 93 (43、50)  

平成21年7月21日

平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 女子12歳～14歳の部 第2ブロック

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース( 6152Yards   Par 72 )



会場：
期日：

エントリー： 68名
出場： 65名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 山田 紅緒 太田南中3 73 (36、37) 41 勝俣 優那 三橋中2 95 (52、43)

2 伊藤 栞奈 みつわ台中1 75 (40、35) 平沼 佳子 川村中3 95 (50、45)

安部 ゆいか 杉並学院中1 75 (38、37) 松原 由幸 成城学園中2 95 (48、47)

4 佐藤 愛美 新潟大新潟中3 77 (40、37) 木村 冴 安東中3 95 (48、47)

5 田代 彩美 陽南中1 78 (40、38) 林 瑛美 多古中3 95 (47、48)

木村 郁美 友部二中3 78 (39、39) 照内 伶奈 下妻中1 95 (47、48)

石川 彩 さいたま第二東中1 78 (39、39) 47 高瀬 瑞穂 板倉中2 98 (50、48)

八木 絵里佳 前橋四中3 78 (38、40) 折茂 あやめ 共愛学園中3 98 (47、51)

9 保坂 真由 北本東中2 79 (40、39) 49 赤川 静 日大一中3 99 (53、46)

堤 なつき 早実中3 79 (39、40) 山本 真実 ドミニコ学園中1 99 (51、48)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 斉藤 紗也美 多古中3 99 (49、50)

11 生田目 理紗 加治中2 80 (41、39) 52 川野 美穂 朝霞二中1 100 (51、49)

池田 真理 和洋国府台女子中3 80 (40、40) 53 新田 祐美菜 実践学園中2 103 (57、46)

13 蓮見 裕里奈 共立女子二中3 82 (43、39) 岩間 成海 朝霞二中1 103 (56、47)

中野 りか 在家中3 82 (43、39) 55 辛島 里奈 杉並学院中1 104 (56、48)

高鳥 萌 明見中2 82 (41、41) 56 小坂 綾 滝野川紅葉中2 106 (48、58)

越雲 みなみ 矢板中1 82 (40、42) 57 林 映杉 行田中1 110 (58、52)

堀内 明莉 河口湖南中2 82 (40、42) 萩原 菜乃花 舞岡中2 110 (53、57)

鈴木 ありさ 杉並学院中3 82 (39、43) 59 山本 夏生 狛江一中3 111 (55、56)

19 松森 杏佳 砧中2 83 (44、39) 60 本田 瑞稀 調布三中1 112 (61、51)

藤永 美樹 佐野日大中3 83 (41、42) 61 千葉 美穗 成東東中1 116 (64、52)

21 熊谷 かほ 甲府南西中2 84 (42、42) 大城 有紀 佐野日大中1 116 (62、54)

進藤 理奈 日大中3 84 (42、42) 櫛野 月子 船橋中1 116 (62、54)

23 大森 紗帆 日大中1 85 (44、41) 64 利光 七海 杉並学院中2 123 (65、58)

鈴木 萌子 ちはら台南中1 85 (43、42) 棄権 嵐 愛理 双葉中1

25 大門 優希 旭中2 86 (47、39) 欠場 高橋 恵 佐久長聖中1

新島 有稀 長沢中3 86 (45、41) 欠場 宮川 美穂 吉原東中2

嬉野 由 公文国際学園中3 86 (42、44) 欠場 井上 麻衣 日大中2

28 泉谷 若菜 南部中2 87 (43、44)  
29 矢羽田 未令 東邦大東邦中3 88 (45、43)  

加藤 萌那美 沼津五中2 88 (42、46)  
芳崎 海沙稀 南毛利中2 88 (42、46)  

32 井澤 治奈 こてはし台中3 90 (46、44)  
木村 佳蓮 立正中1 90 (44、46)  
元木 綾乃 佐野日大中2 90 (44、46)  

35 田邉 美莉 芦花中1 92 (49、43)  
小川 貴美花 静岡南中2 92 (46、46)  

37 首代 明子 立正中3 93 (48、45)  
苅田 千里 渡田中3 93 (47、46)  
古塩 悠夏里 井野中1 93 (45、48)  

40 蜂須賀 伶実 前橋東中1 94 (43、51)  

平成21年7月21日

平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 女子12歳～14歳の部 第3ブロック

鎌ヶ谷カントリークラブ　西・東コース( 6149Yards   Par 72 )


