
会場：

期日：
エントリー： 67名

出場： 67名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 桑村 美穂 千葉市立蘇我中1 75 (39、36) 41 山之口 空 板橋区立志村第三中2 87 (44、43)

2 秋元 彩葉 川崎市立川崎中2 77 (40、37) 42 今井 葉音 白百合学園中2 87 (40、47)

3 斉藤 里奈 さいたま市立城北中3 77 (40、37) 43 白石 実零 玉村町立玉村中3 88 (46、42)

44 野矢 愛莉 柏市立柏中3 88 (42、46)

4 相原 紗奈 川崎市立宮崎中2 77 (38、39) 45 倉持 凪 石岡市立石岡中1 89 (49、40)

5 橋爪 莉都 藤沢市立鵠沼中2 77 (37、40) 46 金田 季来々 開智中1 89 (44、45)

6 小林 照菜 平塚市立大住中1 78 (40、38) 47 塚田 こと音 印西市立木刈中2 89 (43、46)

7 伊藤 二花 麗澤中1 79 (43、36) 48 中谷 愛純 多古町立多古中2 89 (40、49)

8 渡辺 世奈 八千代市立勝田台中2 79 (41、38) 49 西澤 香那 世田谷区立烏山中1 91 (44、47)

9 勝亦 令奈 加藤学園暁秀中2 79 (39、40) 50 小野田 寧々 伊勢崎市立宮郷中1 92 (45、47)

10 齋藤 華音 草加市立草加中3 79 (38、41) 51 角田 夢香 前橋市立富士見中2 92 (44、48)

11 渡辺 さくら 船橋市立古和釜中3 80 (37、43) 52 大東 楓 印西市立印旛中2 93 (44、49)

12 鈴木 菜々美 千葉大教育学部附属中1 81 (41、40) 53 田中 美妃 柏市立柏第三中2 93 (41、52)

13 中澤 凜音 前橋市立宮城中2 81 (41、40) 54 時田 咲希 川越市立霞ヶ関中1 94 (51、43)

14 宮部 樹理 水戸市立第四中2 81 (41、40) 55 坂本 朱里 富士川町鰍沢中2 94 (50、44)

15 馬場 咲希 日野市立日野第一中1 81 (40、41) 56 松尾 美咲 東大和市立第二中2 95 (47、48)

16 早川 菜々海 岡谷市立岡谷南部中2 81 (39、42) 57 高橋 優愛 日大第一中3 95 (46、49)

17 長田 ひなた 笛吹市立浅川中3 81 (38、43) 58 近藤 楓美 柏市立柏第五中2 95 (45、50)

18 成田 月奈 江戸川区立松江第四中2 82 (42、40) 59 佐山 凛 柏市立第五中1 95 (45、50)

19 大塚 由姫乃 土浦市立新治学園義務教育中2 82 (41、41) 60 岩淵 来愛 柏市立松葉中2 96 (52、44)

20 平尾 遥 調布市立神代中1 82 (40、42) 61 鈴木 菜央 江戸川区立松江第四中1 98 (49、49)

21 高田 菜桜 千葉市立加曽利中3 82 (40、42) 62 永嶋 萌 白子町立白子中3 101 (53、48)

22 伍賀 美優 千葉日大第一中3 82 (39、43) 63 岩沢 璃寧 東金市立東中3 101 (46、55)

23 堀川 雪花 磐田市立豊田中2 83 (44、39) 64 杉山 奈央 共立女子第二中2 102 (56、46)

24 塩手 莉彩 柏市立松葉中1 83 (43、40) 65 井上 葵姫 麗澤中1 105 (47、58)

25 星野 瑠菜 清水町立清水中3 83 (41、42) 66 夜差 加奈 日大第一中3 120 (62、58)

26 山本 優花 三鷹市立第一中2 83 (40、43) 棄権 藤代 成実 八潮市立八潮中1

27 伊藤 藍月 大田区立志茂田中3 84 (43、41)

28 津田 舞音 聖徳大附属女子中3 84 (43、41)

29 斉田 陽菜 千葉市立加曽利中1 84 (42、42)

30 高橋 琴音 清瀬市立清瀬第５中3 84 (41、43)

31 辻 茉莉乃 四街道市立四街道西中1 85 (44、41)

32 岩谷 咲来 共立女子第二中2 85 (43、42)

33 中島 千奈都 埼玉栄中3 85 (40、45)

34 榎本 杏果 新宿区立新宿中3 85 (40、45)

35 鈴木 夏瑠 千葉市立真砂中2 86 (43、43)

36 室原 好乃実 さいたま市立八王子中1 86 (42、44)

37 長谷川 愛美 太田市立藪塚本町中2 86 (37、49)

38 赤堀 まみ 和洋国府台女子中3 87 (46、41)

39 濱野 紗綺 所沢市立三ヶ島中2 87 (45、42)

40 岡安 真衣 西武台千葉中1 87 (45、42)

富里ゴルフ倶楽部( 6,208Yards   Par 72 )

8月16日(木)

平成30年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　女子12歳～14歳の部

以上、平成31年関東女子ゴルフ選手権予選出場有資格選手 


