
会場：

期日：
エントリー： 145名

出場： 144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 中川 梨華 那須小川 70 (35、35) 田中 真弓 成田東 78 (39、39) 平野 愛子 東京五日市 83 (42、41) 森 紗也佳 霞ヶ関 88 (41、47)

2 植竹 愛海 かすみがうらOGM 71 (35、36) 本 明夏 鶴舞 78 (39、39) 間取 千尋 中央学院大 83 (42、41) 谷口 瑠梨 鹿沼72 88 (41、47)

3 木村 彩子 上総富士 72 (36、36) 粕谷 美佳 佐久平 78 (38、40) 浜上 佳奈 東京五日市 83 (42、41) 125 須田 萌子 那須小川 89 (45、44)

4 鈴木 萌子 千葉国際 73 (38、35) 濱本 賢実 日本大 78 (36、42) 桐原 愛奈 水戸レイクス 83 (41、42) 知念 梨沙 中央学院大 89 (45、44)

松岡 華 那須小川 73 (37、36) 脇山 佳連 大熱海国際 78 (36、42) 丸山 海紗 東名 83 (39、44) 矢口 愛理 水戸レイクス 89 (43、46)

6 山田 佳奈 富里 74 (39、35) 幡野 夏生 葉山国際 78 (36、42) 松原 由幸 ノースショア 83 (39、44) 128 川畑 優菜 TEAM KGA ジュニア 90 (48、42)

小倉 ひまわり 那須小川 74 (38、36) 48 中村 恵美 千葉国際 79 (42、37) 88 押田 千菜実 那須小川 84 (43、41) 大塚 香子 専修大 90 (45、45)

畑岡 奈紗 水戸レイクス 74 (37、37) 嬉野 由 慶應義塾大 79 (41、38) 畠山 唯 東名厚木 84 (43、41) 中村 珠莉香 水戸レイクス 90 (45、45)

藤田 愛 那須小川 74 (37、37) 西郷 真央 那須小川 79 (41、38) 高橋 夢羽 小田原･日動御殿場 84 (43、41) 米山 舞香 葉山国際 90 (43、47)

伊藤 栞奈 千葉国際 74 (36、38) 播磨 知優 那須小川 79 (40、39) 佐藤 愛美 イーストヒル 84 (42、42) 132 寒郡 にな ニッソー 91 (45、46)

佐藤 有仁加 広陵 74 (36、38) 山本 華菜音 TEAM KGA ジュニア 79 (40、39) 山崎 杏 ニッソー 84 (42、42) 133 野田 理咲 JGM・やさと石岡 94 (48、46)

小滝 水音 マナ 74 (33、41) 須藤 麗 水戸レイクス 79 (38、41) 堤 なつき 早稲田大 84 (42、42) 馬場 由美 習志野 94 (46、48)

13 高野 あかり セントラル 75 (40、35) 54 鈴木 智子 東京湾 80 (41、39) 堀 美樹 木更津 84 (42、42) 135 村上 美佳 鷹 95 (50、45)

小西 遥 房総 75 (39、36) 松村 理菜 水戸レイクス 80 (41、39) 長嶺 葉子 専修大 84 (41、43) 小暮 広海 ニッソー 95 (49、46)

高橋 和華 東名 75 (38、37) 前田 聖美 葉山国際 80 (40、40) 96 菊田 有紗 中央大 85 (47、38) 海野 綾子 猿島 95 (47、48)

高島 海帆 昇仙峡 75 (38、37) 高橋 舞羽 小田原･日動御殿場 80 (40、40) 石山 朋佳 カレドニアン 85 (45、40) 138 岩永 純子 レイクウッド大多喜 96 (51、45)

伊波川 彩名 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 森 瑞那 那須小川 80 (40、40) 阿部 萌 ニッソー 85 (43、42) 139 水上 由美子 鶴舞 97 (49、48)

丹野 寧々 水戸レイクス 75 (36、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 堀越 心愛 水戸レイクス 85 (42、43) 永瀬 美代子 武蔵 97 (47、50)

19 稲垣 那奈子 東京五日市 76 (39、37) 花渕 里帆 那須小川 80 (39、41) 伊藤 歩 伊香保GC・岡崎城 85 (41、44) 141 臼井 蘭世 皐月･鹿沼 98 (50、48)

笹生 優花 ファイブエイト 76 (38、38) 鎮守 愛佳 スカイウェイ 80 (39、41) 新井 麻衣子 成田東 85 (41、44) 岡田 美智子 つくばね 98 (49、49)

飯田 真梨 玉川 76 (38、38) 木村 夏海 富里 80 (38、42) 渡名喜 裕佳 日本体育大 85 (40、45) 143 長尾 説子 成田GC 99 (49、50)

大輪 美優 日本大 76 (38、38) 古家 翔香 那須小川 80 (38、42) 市瀬 珠梨 慶應義塾大 85 (40、45) 失格 飯島 美卯 矢板

莇 菜都美 カレドニアン 76 (37、39) 63 加賀 夏実 櫛形 81 (42、39) 104 耕田 千秋 桜 86 (46、40) 欠場 牧田 真穂 日本大

松下 成果 葉山国際 76 (37、39) 市瀬 紗梨 慶應義塾大 81 (41、40) 梅田 涼子 太平洋・御殿場 86 (43、43)

高木 優奈 小田原･日動御殿場 76 (37、39) 佐久間 夏美 水戸レイクス 81 (40、41) 高橋 美絵 市原京急 86 (43、43)

羽藤 琴和 スカイウェイ 76 (36、40) 谷田 侑里香 房総 81 (39、42) 西村 あすみ 長南 86 (43、43)

27 板東 莉子 豊岡国際 77 (41、36) 小川 夕月 富士ロイヤル 81 (38、43) 黒木 蘭 東京湾 86 (42、44)

西山 美希 小田原･松田 77 (40、37) 西村 涼花 長太郎 81 (38、43) 山口 久美 東京湾 86 (42、44)

石倉 佳那子 那須小川 77 (40、37) 69 木村 円 水戸レイクス 82 (44、38) 古川 侑杏 土浦 86 (41、45)

越田 泰羽 TEAM KGA ジュニア 77 (40、37) 阿部 桃子 聖心女子大 82 (43、39) 111 小岩 由加里 クリアビュー 87 (47、40)

乗富 結 浅見 77 (40、37) 澄川 愛 新千葉 82 (43、39) 湯浅 舞姫 東千葉 87 (46、41)

篠崎 愛 TEAM KGA ジュニア 77 (40、37) 杉田 茉由 那須小川 82 (42、40) 今井 信子 箱根 87 (44、43)

石山 鼓都 姉ヶ崎 77 (39、38) 杉田 美紀 那須小川 82 (42、40) 松山 菜穂子 習志野 87 (44、43)

吉田 優利 TEAM KGA ジュニア 77 (39、38) 安東 二子 新千葉 82 (42、40) 田口 遙麗 水戸レイクス 87 (44、43)

町田 涼紗 ニッソー 77 (39、38) 高橋 ありさ 東京五日市 82 (41、41) 平田 悦子 カレドニアン 87 (44、43)

原 英莉花 葉山国際 77 (38、39) 蓮見 裕里奈 クリアビュー 82 (41、41) 小川 真実 オリムピック 87 (43、44)

二口 涼 鹿沼72 77 (37、40) 石川 聖奈 スカイウェイ 82 (40、42) 梨本 れいこ 大相模 87 (42、45)

38 田中 博子 ツインレイクス 78 (41、37) 永嶋 花音 スカイウェイ 82 (38、44) 119 露木 直子 東名厚木 88 (46、42)

大石 彩未 穂高 78 (40、38) 寒郡 ひな ニッソー 82 (38、44) 矢口 祥子 中央学院大 88 (45、43)

福井 貴子 那須小川 78 (40、38) 岡村 優 水戸レイクス 82 (37、45) 小田倉 富士子 芳賀 88 (44、44)

香取 真朱 佐原 78 (39、39) 81 田中 祐姫 ファイブエイト 83 (42、41) 佐藤 萌美 イーストヒル 88 (43、45)

4月14日(火)

平成27年度関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース( 6338Yards   Par 72 )


	ランク

