
会場：

期日：
エントリー： 141名

出場： 136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 林 菜乃子 凾南 71 (39、32) 二口 涼 鹿沼72 77 (38、39) 森 彩乃 富士箱根 82 (40、42) 稲永 絢 日本大 87 (39、48)

吉田 優利 TEAM KGA ジュニア 71 (38、33) 43 和田 奈々 相模野 78 (41、37) 小川 夕月 富士ロイヤル 82 (39、43) 124 谷口 千栄子 大相模 88 (46、42)

稲見 萌寧 長太郎 71 (36、35) 野田 すみれ 水戸レイクス 78 (40、38) 丸山 海紗 東名 82 (39、43) 飛鳥井 友理子 清川 88 (45、43)

工藤 優海 関東ジュニア 71 (34、37) 大又 瞳 小田原･日動御殿場 78 (40、38) 岩永 純子 レイクウッド大多喜 82 (39、43) 八木 絵里佳 駒澤大 88 (44、44)

5 岩崎 安珠 東名 73 (38、35) 脇山 佳連 大熱海国際 78 (39、39) 柚木 岬 東名厚木 82 (39、43) 佐藤 萌美 イーストヒル 88 (44、44)

久保 英恵 東京五日市 73 (37、36) 松尾 律子 ギャツビイ 78 (39、39) 87 田中 杏奈 東名 83 (44、39) 高橋 采未 TEAM KGA ジュニア 88 (43、45)

向後 波香 東名厚木 73 (37、36) 前田 聖美 葉山国際 78 (38、40) 後藤 玲来 那須小川 83 (43、40) 小暮 広海 ニッソー 88 (43、45)

山路 晶 那須小川 73 (37、36) 49 小西 遙 房総 79 (41、38) 蓮見 裕里奈 クリアビュー 83 (41、42) 関根 亜希子 東京カントリー 88 (41、47)

高橋 恵 佐久平 73 (36、37) 庄司 春美 都留 79 (41、38) 島崎 理子 葉山国際 83 (41、42) 131 乗富 舞 浅見 89 (47、42)

中川 梨華 那須小川 73 (36、37) 石橋 瞳 東名厚木 79 (41、38) 福田 葉子 千葉 83 (41、42) 132 後藤 弥生 京 91 (42、49)

宮田 成華 小田原･日動御殿場 73 (35、38) 服部 あい 日本体育大 79 (40、39) 伊波川 彩名 TEAM KGA ジュニア 83 (40、43) 133 荻野 晴海 富士ロイヤル 92 (43、49)

12 芳崎 海沙稀 愛鷹 74 (40、34) 柴田 莉奈 新千葉 79 (40、39) 93 才津 智美 ニッソー 84 (45、39) 134 斎野 陽子 ワンウェイ 96 (48、48)

香取 真朱 佐原 74 (39、35) 天野 真里奈 小田原･日動御殿場 79 (39、40) 嬉野 由 慶應義塾大 84 (43、41) 失格 金野 優菜 那須小川

小倉 ひまわり 那須小川 74 (39、35) 山田 佳奈 鷹彦スリー 79 (39、40) 田川 りさ 聖心女子大 84 (43、41) 失格 望月 美甫 TEAM KGA ジュニア

塩田 美樹子 葉山国際 74 (38、36) 田中 慈子 湘南シーサイド 79 (38、41) 露木 直子 東名厚木 84 (42、42) 欠場 高崎 綾乃 東京五日市

原 英莉花 葉山国際 74 (37、37) 斉藤 若葉 扶桑 79 (38、41) 梅田 涼子 太平洋・御殿場ウエスト 84 (42、42) 欠場 浜垣 由香 高根

小出 真鈴 千曲高原 74 (37、37) 田中 梨菜 東千葉 79 (37、42) 勝見 梓 鳳凰 84 (41、43) 欠場 須田 萌子 那須小川

米山 舞香 葉山国際 74 (37、37) 59 美馬 つかさ 那須小川 80 (41、39) 北井 由梨 オリムピック 84 (41、43) 欠場 阿部 未来 東京五日市

松岡 華 那須小川 74 (37、37) 山崎 星夏 葉山国際 80 (40、40) 仲西 美波 TEAM KGA ジュニア 84 (41、43) 欠場 結城 穂 水戸レイクス

田中 友理奈 小田原･日動御殿場 74 (36、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 山野辺 栞南 東京五日市 84 (39、45)

木村 郁美 水戸レイクス 74 (36、38) 田中 真弓 成田東 80 (40、40) 八木 麻里奈 白水 84 (39、45)

乗富 結 浅見 74 (35、39) 高野 あかり セントラル 80 (39、41) 103 加藤 理刈 平塚富士見 85 (47、38)

幡野 夏生 葉山国際 74 (34、40) 吉川 くるみ TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 鈴木 希 クリスタル 85 (45、40)

24 河野 杏奈 東京五日市 75 (41、34) 宮下 ひとみ 大厚木 80 (39、41) 阿部 桃子 聖心女子大 85 (43、42)

倉田 夕子 東京カントリー 75 (38、37) 原田 美穂 専修大 80 (39、41) 平林 春芳 富士御殿場 85 (43、42)

田谷 千秋 平塚富士見 75 (37、38) 安東 二子 新千葉 80 (38、42) 細野 ハヅ季 沼津 85 (43、42)

畠山 唯 東名厚木 75 (36、39) 内田 佳那 キャスコ花葉 80 (38、42) 高後 富美江 富士平原 85 (42、43)

福井 貴子 那須小川 75 (36、39) 68 石川 璃紗 小田原･日動御殿場 81 (42、39) 市瀬 珠梨 スカイウェイ 85 (42、43)

高島 海帆 昇仙峡 75 (36、39) 阿部 萌 ニッソー 81 (42、39) 原 桃香 セントラル 85 (42、43)

30 鶴岡 果恋 葉山国際 76 (40、36) 湯浅 舞姫 東千葉 81 (41、40) 本田 芙佐子 鎌倉 85 (41、44)

中村 珠莉香 水戸レイクス 76 (39、37) 直井 梨瑛 千葉 81 (40、41) 葉山 容子 大秦野 85 (41、44)

佐藤 愛美 イーストヒル 76 (38、38) 原田 瑠璃南 秋山 81 (40、41) 高橋 清 佐久平 85 (41、44)

上野 美恵子 裾野 76 (38、38) 久保田 玲 長太郎 81 (40、41) 114 渡名喜 彩可 日本体育大 86 (45、41)

山口 すず夏 東京五日市 76 (35、41) 梨本 れいこ 大相模 81 (40、41) 永瀬 美代子 武蔵 86 (45、41)

35 西村 美希 セゴビア 77 (40、37) 石倉 佳那子 那須小川 81 (40、41) 岸 優子 大秦野 86 (45、41)

高木 優奈 小田原･日動御殿場 77 (40、37) 市瀬 紗梨 スカイウェイ 81 (39、42) 成澤 美保 大厚木 86 (43、43)

西村 涼花 長太郎 77 (39、38) 77 清水 かおり 大厚木 82 (43、39) 大森 紗帆 伊勢原 86 (42、44)

松下 成果 葉山国際 77 (38、39) 飯田 絵己 オリムピック 82 (43、39) 朱 娟佑 鶴舞 86 (40、46)

谷田 侑里香 房総 77 (38、39) 金子 弥生 相模原 82 (42、40) 新島 有稀 ノーザン錦ヶ原 86 (40、46)

大石 彩未 穂高 77 (38、39) 増田 京子 筑波 82 (42、40) 121 高橋 ありさ 東京五日市 87 (44、43)

小林 芽以 那須小川 77 (38、39) 川崎 志穂 千葉国際 82 (42、40) 山口 惠子 ブリック＆ウッド 87 (44、43)

4月14日(月)

平成26年度関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ・東コース( 6159Yards   Par 72 )


