
会場：

期日：
エントリー： 66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 千葉 雪乃 山梨学院高3 69 (34、35) 大石 彩未 拓殖大学紅陵高3 79 (38、41)

2 坂井 七菜 拓殖大学紅陵高1 70 (36、34) 42 石山 朋佳 千葉日本大学第一高1 80 (44、36)

花渕 里帆 千葉学芸高2 70 (35、35) 中尾 紫乃 拓殖大学紅陵高3 80 (41、39)

4 松岡 華 千葉学芸高1 71 (38、33) 細沼 菜津美 西部台千葉高1 80 (41、39)

内藤 桃乃 駿台甲府高3 71 (37、34) 土屋 あゆ 千葉学芸高1 80 (41、39)

泉田 琴菜 ＩＭＧ Ａｃａｄｅｍｙ2 71 (36、35) 押田 千菜実 千葉学芸高3 80 (41、39)

杉田 茉由 西武台千葉高2 71 (35、36) 荻野 晴海 山梨学院高3 80 (41、39)

長野 未祈 麗澤高1 71 (35、36) 鈴木 明梨亜 日本大学第一高3 80 (39、41)

9 石井 理緒 開志国際高2 72 (39、33) 49 杉下 舞 千葉日本大学第一高3 82 (43、39)

遠藤 眞子 西武台千葉高1 72 (38、34) 佐藤 優 ルネサンス高2 82 (42、40)

瀬賀 百花 開志国際高3 72 (36、36) 川窪 菜月 千葉日本大学第一高3 82 (42、40)

橋添 穂 山梨学院高1 72 (36、36) 52 榊 梨衣 麗澤高1 83 (42、41)

河野 杏奈 麗澤高2 72 (35、37) 53 大村 みなみ 開志国際高2 85 (44、41)

原田 萌子 拓殖大学紅陵高2 72 (35、37) 54 三橋 優香 姉崎高2 86 (43、43)

小内 愛美 印旛明誠高3 72 (35、37) 齊藤 愛美 開志国際高2 86 (41、45)

16 杉田 美紀 西武台千葉高2 73 (38、35) 56 仲田 愛理 北杜高1 87 (44、43)

石川 聖奈 拓殖大学紅陵高1 73 (36、37) 57 木志根 佳奈 多古高3 89 (43、46)

鎮守 愛佳 拓殖大学紅陵高1 73 (34、39) 58 小池 真央 新潟青陵高1 92 (46、46)

19 近藤 あみ 新潟産業大学附属高2 74 (37、37) 59 岩舘 茉玖 成田北高3 94 (47、47)

中谷 鈴音 鹿島学園高2 74 (37、37) 60 笹川 翼 成城学園高2 96 (50、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 田中 美佑 千葉学芸高1 96 (47、49)

寒郡 ひな 印旛明誠高3 74 (36、38) 松井 佑奈 拓殖大学紅陵高3 96 (46、50)

22 鴻野 祐菜 千葉学芸高2 75 (40、35) 63 藤井 千裕 聖心女子学院高1 99 (52、47)

渡部 夏生 開志国際高2 75 (40、35) 名越 晴菜 千葉学芸高1 99 (48、51)

森 彩乃 開志国際高1 75 (40、35) 失格 寒郡 にな 印旛明誠高2

小林 千夏 ＩＭＧ Ａｃａｄｅｍｙ3 75 (37、38) 欠場 小林 祐奈 駿台甲府高1

西村 あすみ 千葉学芸高3 75 (37、38)

小西 遥 クラーク記念国際高校1 75 (37、38)

村山 優花 開志国際高3 75 (37、38)

宮澤 風優 開志国際高1 75 (36、39)

30 小暮 広海 開志国際高1 76 (39、37)

中川 梨華 千葉学芸高3 76 (38、38)

木村 美月 西武台千葉高1 76 (38、38)

西村 涼花 千葉学芸高1 76 (38、38)

水戸 明里 新潟青陵高1 76 (37、39)

35 志賀 咲月 印旛明誠高3 77 (38、39)

新谷 優香 ヘリテージアカデミー2 77 (38、39)

尾崎 なお 開志国際高2 77 (37、40)

鈴木 桂花 千葉学芸高1 77 (37、40)

39 坂西 涼 新潟青陵高2 78 (37、41)

40 曽雌 ひまり 印旛明誠高1 79 (40、39)

7月19日(火)

関東ジュニアゴルフ選手権女子15歳～17歳の部関東ブロック予選競技

茨城ゴルフ倶楽部・西コース( 6373Yards   Par 72 )
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