
会場：

期日：

エントリー： 40名

出場： 37名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 千葉 雪乃 山梨学院大学附属高・2 69 (33、36)

2 播磨 知優 千葉学芸高・3 70 (37、33)

3 関野 愛美 埼玉栄高・2 71 (37、34)

大島 桃果 宇都宮文星女子高・1 71 (34、37)

5 森 はな 日本大学高・2 73 (34、39)

6 杉田 茉由 西武台千葉高・1 74 (37、37)

赤荻 瑠花 翔洋学園高・1 74 (37、37)

大石 彩未 拓殖大学紅陵高・2 74 (35、39)

9 今井 裕美 埼玉栄高・2 75 (36、39)

赤荻 瑠那 翔洋学園高・1 75 (36、39)

小林 千夏 IMG Academy高・2 75 (35、40)

12 鈴木 惠子 埼玉栄高・2 76 (39、37)

中谷 鈴音 鹿島学園高・1 76 (38、38)

町田 涼紗 千葉日大学第一高・3 76 (36、40)

津田 桃果 聖徳大学付属女子高・3 76 (36、40)

16 花渕 里帆 千葉学芸高・1 77 (37、40)

広瀬 樹乃 神奈川県立横浜緑ヶ丘高・1 77 (36、41)

18 高橋 夏奈 埼玉平成高・1 78 (41、37)

押田 千菜実 千葉学芸高・2 78 (39、39)

小川 夕月 静岡県立静岡西高・3 78 (38、40)

西野 桜 麗澤高・1 78 (38、40)

22 呂 恵美 日本大学櫻丘高・3 79 (40、39)

雨宮 梨乃 明大中野八王子高・2 79 (37、42)

24 中村 恵美 志学館高・3 80 (41、39)

八木 麻里奈 佐久長聖高・3 80 (40、40)

木村 夏海 JGAジュニア会員 80 (39、41)

氏原 里彩 明大中野八王子高・1 80 (38、42)

28 田口 遥麗 鹿島学園高・1 81 (38、43)

29 志賀 茜 目黒学院高・1 82 (43、39)

坂井 留奈 翔洋学園高・1 82 (39、43)

31 松原 亜美 静岡北高・2 83 (40、43)

32 杉田 美紀 西武台千葉高・1 86 (45、41)

平野 愛子 杉並学院高・1 86 (41、45)

34 伊藤 歩 佐久長聖高・1 88 (46、42)

35 志賀 咲月 千葉県立印旛明誠高・2 90 (47、43)

36 荻野 晴海 山梨学院大学附属高・2 92 (46、46)

37 岩舘 茉玖 千葉県立成田北高・2 99 (45、54)

欠場 吉川 桃 日出高・2

欠場 山村 百音 日本大学第二高・1

欠場 近藤 あみ 新潟産業大学附属高・1

富里ゴルフ倶楽部( 6204Yards   Par 72 )

平成27年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 女子15歳～17歳の部

8月18日(火)



会場：

期日：

エントリー： 48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 羽藤 和奏 富里市立富里北中・2 73 (38、35) 42 山崎 ゆめか 船橋市立高根中・3 98 (49、49)

2 石川 聖奈 千葉市立新宿中・3 74 (39、35) 43 諸徳寺 梨菜 香取市立小見川中・2 100 (51、49)

3 大村 桃葉 浜松市立曳馬中・3 75 (40、35) 44 伊藤 叶 松戸市立第五中・1 101 (50、51)

中村 珠莉香 横浜市立市ヶ尾中・3 75 (37、38) 45 岡田 佳朋 埼玉栄中・1 103 (47、56)

小西 遥 勝浦市立興津中・3 75 (37、38) 46 山崎 あむり 船橋市立高根中・2 109 (51、58)

稲垣 那奈子 日本女子大学附属中・3 75 (36、39) 欠場 小崎 茜 市原市立八幡東中・3

西村 涼花 千葉市立千城台南中・3 75 (35、40) 欠場 山村 真鈴 日本大学第二中・1

8 天野 真里奈 小田原立鴨宮中・2 76 (38、38)

西郷 真央 麗澤中・2 76 (36、40)

10 永嶋 花音 足立区立東綾瀬中・2 77 (36、41)

11 久保 青空 麗澤中・2 78 (36、42)

12 金野 優菜 杉並学院中・3 80 (42、38)

大島 瑠々海 宇都宮市立姿川中・3 80 (42、38)

石山 朋佳 千葉市立加曽利中・3 80 (41、39)

佐藤 有仁加 国立宇都宮大学付属中・1 80 (41、39)

今井 鮎美 川口市立榛松中・2 80 (39、41)

17 蛭間 帆海 船橋市立船橋中・1 81 (43、38)

潮田 羽来々 御前崎中・2 81 (40、41)

新井 まりん 草加市立草加中・1 81 (40、41)

20 池羽 陽向 小山市立小山第三中・1 82 (43、39)

鎮守 愛佳 八千代市立大和田中・3 82 (43、39)

岩井 明愛 川島町立川島中・1 82 (42、40)

榊 梨衣 麗澤中・3 82 (42、40)

石橋 麻里亜 横浜市立六浦中・2 82 (41、41)

関 悠那 カリタス女子中・2 82 (40、42)

今井 萌絵 茨城中・2 82 (40、42)

27 橘川 亜矢 相模原市立新町中・1 84 (45、39)

佐藤 杏莉 麗澤中・1 84 (44、40)

縄田屋 ももか 武蔵野市立第二中・2 84 (43、41)

桐原 愛奈 ひたちなか市立大島中・2 84 (40、44)

中條 志歩 松伏町立松伏第二中・2 84 (39、45)

森本 天 浦安市立日の出中・1 84 (37、47)

33 土屋 あゆ 匝瑳市立八日市場第一中・3 85 (38、47)

34 坂本 萌 富士川町立鰍沢中・1 86 (43、43)

武田 真幸 日本女子大学附属中・2 86 (42、44)

36 飯島 向日葵 旭市立第二中・2 87 (44、43)

37 矢口 カンナ かすみがうら市立下稲吉中・2 89 (44、45)

日高 香帆 埼玉栄中・1 89 (44、45)

山本 穂花 三鷹市立第一中・2 89 (42、47)

40 井上 渚 朝霞市立朝霞第四中・3 90 (44、46)

41 佐藤 真優 大網白里市立大網中・2 92 (47、45)

富里ゴルフ倶楽部( 6204Yards   Par 72 )

平成27年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 女子12歳～14歳の部

8月18日(火)


