
平成28年度関東女子ゴルフ選手権決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　138名

於：飯能ゴルフクラブ(6412yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

丹野 寧々 ゴルフ5・サニーフィールド 78 中田 綾乃 明治大 77 阿部 未来 那須小川 77 堀越 心愛 水戸レイクス 83

坂井 七菜 水戸レイクス 81 小倉 ひまわり 那須小川 78 泉谷 若菜 明治大 80 田中 真弓 成田東 78

岩崎 美紀 那須小川 72 嘉数 舞美 水戸レイクス 84 菅沼 菜々 東京五日市 77 矢作 紗香 那須小川 76

長嶺 葉子 専修大 85 山田 紗楽 東京五日市 84 沼田 玲奈 鹿沼72 80 金井 佳代 青梅 76

西畑 萌香 JGM セベバレステロス 83 石川 聖奈 水戸レイクス 83 六車 日那乃 那須小川 82 佐久間 朱莉 TEAM KGA ジュニア 76

小西 遥 房総 75 千葉 雪乃 富士川 83 望月 美甫 TEAM KGA ジュニア 74 浅見 優華 葉山国際 79

工藤 優海 TEAM KGA ジュニア 70 青野 紗也 関東女子 72 木村 円 水戸レイクス 77 永田 萌夏 水戸レイクス 79

今井 萌絵 水戸レイクス 79 服部 あい 日本体育大 89

早川 夏未 東京五日市 77 板東 莉子 豊岡国際 82 瀬賀 百花 胎内高原 75 高野 あかり セントラル 79

伊波川 彩名 川越グリーン 76 美馬 つかさ 那須小川 79 鈴木 千晴 那須小川 74 齋藤 若葉 扶桑 77

山崎 杏 ニッソー 78 今 綾奈 東京五日市 76 高橋 彩華 新発田城 78 古家 翔香 那須小川 81

浅野 愛莉 山梨学院大 84 村山 優花 櫛形 76 松﨑 麻矢 法政大 77

鈴木 磨夜 水戸レイクス 78 脇山 佳連 大熱海国際 80 嶌田 香雅美 富士小山 87 五月女 栞雛 那須小川 84

田中 のどか 大宮国際 76 宮澤 風優 櫛形 81 高橋 清 那須小川 81 平塚 新夢 水戸レイクス 84

大村 みなみ 那須小川 81 大輪 美優 日本大 79 須藤 麗 水戸レイクス 81 天野 真里奈 小田原･日動御殿場 81

飯田 真梨 玉川 77 池羽 陽向 那須小川 90 星野 杏奈 大宮国際 77

高橋 幸 那須小川 88 吉田 優利 TEAM KGA ジュニア 69 高木 優奈 小田原･日動御殿場 77 今井 裕美 那須小川 77

山崎 花音 フォレスト 73 小﨑 茜 新千葉 82 吉田 莉生 東京五日市 76 渡邊 恵子 高坂 80

畑岡 奈紗 水戸レイクス 74 中澤 瑠来 那須小川 85 臼井 麗香 皐月･鹿沼 74 大島 桃果 鹿沼72 77

菊地 りお 鹿沼 81 桐原 愛奈 水戸レイクス 80 佐久間 夏美 水戸レイクス 77 大石 彩未 穂高 75

花渕 里帆 那須小川 78 高橋 夏奈 東京五日市 74 松村 茉理奈 日本大 84 小川 夕月 富士ロイヤル 78

横山 佳代 大熱海国際 80 小川 真実 オリムピック 77 寒郡 にな ニッソー 76 二口 涼 鹿沼72 78

羽藤 和奏 スカイウェイ 78 桑山 紗月 那須小川 80 坂井 留奈 那須小川 77 小滝 水音 マナ 76

高橋 ありさ 東京五日市 79 沓沢 良子 江戸崎 79 河村 来未 那須小川 76

高橋 しずく 小田原･日動御殿場 76 植竹 愛海 かすみがうらOGM 74 山口 すず夏 東京五日市 74 河野 杏奈 関東女子 76

森 はな オリムピック 77 南雲 真理 箱根 80 杉田 茉由 那須小川 77 藤田 愛 那須小川 74

久保 英恵 東京五日市 79 田中 博子 ツインレイクス 83 金澤 志奈 水戸レイクス 76 石坂 翔子 武蔵大 80

長野 未祈 関東ジュニア 71 森 彩乃 富士箱根 77 野口 優香 房総 77 関 悠那 房総 81

中川 梨華 那須小川 78 原田 葵 小田原･日動御殿場 77 本 明夏 鶴舞 76 山本 気恵 明治大 75

持田 奈穂 東京国際大 86 植竹 希望 ロイヤルスター 71 塩田 美樹子 葉山国際 81 原 英莉花 葉山国際 76

田中 梨菜 東千葉 83 今井 鮎美 那須小川 77 土田 三栞 那須小川 80 熊倉 莉子 富士箱根 80

嬉野 由 葉山国際 87 赤荻 瑠花 水戸レイクス 74 木村 朱夢 那須小川 84

金野 優菜 東京五日市 84 堀 美樹 木更津 87 庄司 春美 都留 78 間取 千尋 水戸レイクス 77

原田 瑠璃南 秋山 79 松山 奈津江 鹿沼72 86 松﨑 奈未 櫛形 78 関野 愛美 矢板 84

廣田 真優 那須小川 80 高橋 和華 東名 76 越田 泰羽 TEAM KGA ジュニア 75 深谷 琴乃 東京五日市 82

阿部 萌 ニッソー 84 稲垣 那奈子 東京五日市 82 久保 青空 那須小川 86 増田 麗菜 南富士 89

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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