
会場：

期日：
エントリー： 65名

出場： 63名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 森本 天 幕張総合高1 74 (37、37) 41 曽雌 ひまり 印旛明誠高3 87 (44、43)

2 佐藤 杏莉 麗澤高1 74 (36、38) 42 山本 穂花 共立女子第二高2 87 (42、45)

3 木村 美霞 埼玉平成高2 75 (37、38) 43 佐藤 安純 埼玉栄高1 87 (41、46)

4 仲西 美波 浜松日体高2 76 (41、35) 44 安藤 百香 埼玉栄高1 87 (38、49)

5 長南 ひかる 翔洋学園高3 77 (40、37) 45 安達 有沙 横浜雙葉高1 88 (45、43)

46 井上 渚 日体大荏原高3 88 (44、44)

6 佐藤 真優 千葉黎明高2 77 (40、37) 47 松本 凜子 埼玉栄高1 88 (43、45)

7 吉野 早紀 埼玉栄高3 77 (36、41) 48 伏見 有栞 共立女子第二高2 88 (43、45)

8 奥村 穂夏 明秀学園日立高1 78 (40、38) 49 吉田 珠 埼玉栄高2 88 (41、47)

9 野矢 彩華 麗澤高1 78 (39、39) 50 鈴木 輝来里 厚木北高1 89 (49、40)

10 山崎 優 厚木北高3 78 (38、40) 51 中島 彩乃 埼玉栄高2 89 (47、42)

11 筒井 美羽 駒場学園高3 78 (36、42) 52 吉澤 美空 埼玉栄高2 89 (46、43)

12 神谷 美緒 浜松西高3 79 (40、39) 53 松澤 奈美 日本ウェルネス高2 89 (46、43)

13 天野 真里奈 厚木北高2 79 (39、40) 54 大沢 祭 埼玉栄高2 89 (46、43)

14 大村 桃葉 浜松日体高3 79 (39、40) 55 鷲崎 奈未 拓殖大紅陵高1 90 (45、45)

15 牟田 遥 埼玉栄高1 79 (38、41) 56 田中 愛 わせがく高2 91 (45、46)

16 山村 真鈴 日大第二高1 80 (42、38) 57 伊藤 叶 西武台千葉高1 91 (43、48)

17 鎮守 愛佳 拓殖大紅陵高3 80 (39、41) 58 岡田 佳朋 埼玉栄高1 95 (48、47)

18 リン 優香 日本ウェルネス高1 80 (38、42) 59 中村 友香 常総学院高1 96 (44、52)

19 渡辺 桜紫 代々木高2 81 (39、42) 60 滝原 未菜美 拓殖大紅陵高3 97 (51、46)

20 山本 ひより 厚木北高3 81 (38、43) 61 藤巻 奈々華 千葉学芸高1 97 (48、49)

21 新宮 帆乃美 日本ウェルネス高3 82 (40、42) 62 宮武 光 東海大高輪台高3 97 (47、50)

22 村上 瑞希 秦野総合高2 82 (36、46) 棄権 鈴木 愛佳子 クラーク記念国際高3

23 櫻井 見音 関東学園大付属高2 83 (46、37) 欠場 土屋 智伽江 法政大高2

24 野崎 里咲 湘南学院高2 83 (41、42) 欠場 結城 穂 明秀学園日立高3

25 中條 志歩 西武台千葉高2 83 (41、42)

26 石川 聖奈 拓殖大紅陵高3 83 (40、43)

27 坂本 萌 山梨学院高1 84 (43、41)

28 井上 瑠夏 厚木北高3 84 (42、42)

29 加園 美波 埼玉栄高2 84 (41、43)

30 倉田 天乃 埼玉栄高1 84 (39、45)

31 矢口 カンナ 翔洋学園高2 85 (44、41)

32 高橋 夢羽 厚木北高2 85 (43、42)

33 片瀬 すず 西武台千葉高1 85 (42、43)

34 石井 咲来 横須賀学院高1 85 (40、45)

35 金澤 里伊満 茨城キリスト教学園高1 85 (40、45)

36 和田 純怜 正智深谷高2 86 (47、39)

37 相場 彩那 埼玉栄高1 86 (44、42)

38 矢口 あやめ 西武台千葉高2 86 (42、44)

39 夏堀 萌香 鹿島学園高2 86 (41、45)

40 田中 美佑 千葉学芸高3 87 (44、43)

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15歳～17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 


