
平成28年度 関東ジュニアゴルフ選手権女子決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表 於：千葉カントリークラブ・野田コース

(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 女子15歳～17歳の部　参加人数 90名

1番よりスタート 10番よりスタート 女子12歳～14歳の部　参加人数 64名
組 時間 　 氏名 所属 SCORE 組 時間 氏名 所属 SCORE 組 時間 氏名 所属 SCORE 組 時間 氏名 所属 SCORE

伊波川 彩名 国立筑波大学付属中2 73 高橋 しずく 厚木北高1 76 岩井 千怜 川島中2 71 齋藤 若葉 安田学園高1 69

佐久間 朱莉 名細中2 70 松下 奈央 鳩山高3 74 勝見 梓 太田休泊中3 73 石井 理緒 開志国際高2 73

関野 愛美 埼玉栄高3 75 山崎 杏 埼玉栄高2 73

石橋 麻里亜 六浦中3 77 平塚 新夢 明秀学園日立高2 73 中島 萌絵 水戸第五中3 81 森 はな 日大高3 74

池羽 陽向 小山第三中2 77 西畑 萌香 日本ウェルネス高3 75 中澤 瑠来 朝霞第二中1 79 近藤 あみ 新潟産業大学附属高2 74

中島 彩乃 埼玉栄中3 79 杉田 茉由 西武台千葉高2 77 夏野 香月 南箕輪中3 72 河野 杏奈 麗澤高2 74

佐藤 心結 城北中1 80 今井 香蓮 樹徳高1 78 櫻井 見音 桐生中央中3 76 石川 聖奈 拓殖大学紅陵高1 72

高橋 夢羽 荻野中3 83 河村 来未 埼玉栄高2 75 早川 夏未 入間野中2 80 小倉 ひまわり 日出高3 72

翁長 咲弥 東橘中2 81 保坂 萌々 日出高3 75 吉川 くるみ 馬頭中3 72 原 芽ぐみ 松商学園高3 76

本 明夏 末吉中3 75 筒井 美羽 駒場学園高1 78 佐藤 有仁加 宇都宮大学付属中2 74 菊地 りお 宇都宮文星女子高1 75

吉田 鈴 市川第三中1 72 石澤 梨音 共立女子第二高2 78 齋藤 華音 草加中1 74 髙橋 ありさ 杉並学院高3 77

羽藤 和奏 富里北中3 71 岡地 里香 杉並学院高3 81 鈴木 優芽 小針中2 76 長野 未祈 麗澤高1 74

永嶋 花音 東綾瀬中3 74 岩崎 美紀 埼玉栄高1 71 中谷 舞 多古中2 74 鶴岡 果恋 湘南学院高2 73

六車 日那乃 麗澤中2 71 花渕 里帆 千葉学芸高2 72 夏堀 萌香 水戸第四中3 85 松原 亜美 静岡北高3 75

黒木 優香 藤沢中1 80 土田 三栞 岩槻北陵高3 77 星野 瑠菜 清水中1 78 木村 朱夢 埼玉栄高1 84

平木 亜莉奈 御代田中2 75 泉田 琴菜 IMG Academy2 75 斉藤 里奈 城北中1 75 小滝 水音 明秀学園日立高3 67

西澤 歩未 高津中2 75 諸橋 愛奈 佐久長聖高2 76 天野 真里奈 鴨宮中3 76 内藤 桃乃 駿台甲府高3 78

森田 彩音 光陽中1 75 小内 愛美 印旛明誠高3 81 蛭間 帆海 阿蘇中2 76 菅沼 菜々 埼玉栄高2 71

西郷 真央 麗澤中3 72 古家 翔香 代々木高2 70 松本 みつき 金目中3 76 高橋 彩華 開志国際高3 70

市村 杏 軽井沢中1 76 高久 みなみ 明秀学園日立高1 72 井上 瑠夏 厚木北高1 73

吉津谷 彩香 雀宮中3 72 横山 佳代 埼玉栄高3 81 和久井 麻由 韮崎東中3 76 山崎 花音 代々木高1 72

山村 真鈴 日本大学第二中2 77 坂井 七菜 拓殖大学紅陵高1 78 縄田屋 ももか 武蔵野第二中3 75 原田 瑠璃南 厚木北高3 81

今井 鮎美 榛松中3 73 廣田 真優 堀越高2 69 野矢 愛莉 柏中1 75 杉田 美紀 西武台千葉高2 78

岩井 明愛 川島中2 73 大島 瑠々海 宇都宮文星女子高1 80

佐藤 真優 大網中3 76 工藤 優海 麗澤高3 67 望月 美甫 田子浦中2 74 新藤 励 共愛学園高1 74

千田 萌花 丘中2 79 石川 茉友夏 前橋育英高1 74 小暮 千広 金ヶ作中1 77 臼井 麗香 日本ウェルネス高3 74

新谷 芽々 浜岳中1 79 青野 紗也 日本航空高3 75 和田 純怜 江南中3 80 杉山 愛幸 日大三島高3 78

長倉 加奈 名細中2 76 東 風花 代々木高2 74 髙橋 采未 諏訪南中2 76 小林 芽以 代々木高2 79

荻原 いなほ 本庄第一中1 78 瀬賀 百花 開志国際高3 71 仲西 美波 服織中3 74 石川 涼夏 前橋育英高1 76

安西 美優 前橋箱田中2 84 松岡 華 千葉学芸高1 75 板東 望子 竜洋中2 85 永井 晴菜 埼玉栄高3 80

水野 円琳 杉並学院中3 76 熊倉 莉子 厚木北高3 80 二宮 佳凛 笠懸中2 79

石澤 梨杏 聖ヶ丘中3 80 大島 桃果 宇都宮文星女子高2 72 花田 華梨 宝木中1 74 井上 理恵 日大三島高2 78

越田 泰羽 岡津中1 75 原田 萌子 拓殖大学紅陵高2 77 鎮守 愛佳 拓殖大学紅陵高1 78 今 綾奈 埼玉平成高3 72

関 悠那 ｶﾘﾀｽ女子中3 73 植竹 希望 日出高3 66 谷口 瑠梨 埼玉栄高3 76 原 英莉花 湘南学院高3 72

阿部 未来 八街南中2 72 今井 裕美 埼玉栄高3 77 赤荻 瑠那 翔洋学園高2 76 吉田 優利 麗澤高1 71

浅井 つかさ 春日中2 80 遠藤 眞子 西武台千葉高1 75 植竹 愛海 日出高1 75 中谷 鈴音 鹿島学園高2 77

矢作 紗香 共立女子第二高3 75 髙橋 夏奈 埼玉平成高2 71 稲見 萌寧 日本ウェルネス高2 68 板東 莉子 第一学院高2 79

増澤 彩巴 宇都宮文星女子高1 74 飛田 葵 日本ウェルネス高2 81 千葉 雪乃 山梨学院高3 70 安孫子 美央 佐久長聖高3 83

原田 葵 日本ウェルネス高2 77 笠井 紗夏 厚木北高3 83 髙橋 清 日体荏原高2 72 橋添 穂 山梨学院高1 75

鈴木 磨夜 明秀学園日立高3 75 山口 すず夏 共立女子第二高1 70 遠藤 まりの 埼玉栄高1 81 吉田 莉生 埼玉栄高2 77

競技委員長 　橋 本 泰 子

19 10:12

15 9:36

16 9:45

17 9:54

18 10:03

7月28日(木)

39 10:1229 8:42

38 10:0328 8:33

21

9:36

7:30

22 7:39 32

31

6

7

9 8:42

8 8:33

9:00

27 8:24

23 7:48

24 7:57

26 8:15

25 8:06

9:09

37 9:54

33 9:18

34 9:27

36 9:45

35

11 9:00

8:24

7:30

7:39

7:48

7:57

8:06

8:15

12 9:09

13 9:18

14 9:27

1

2

3

4

5

30 8:51 40 10:2110 8:51 20 10:21


