
会場：

期日：

エントリー： 118名

出場： 114名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 花田 華梨 TEAM KGA ジュニア 67 (35、32) 新谷 芽々 葉山国際 77 (40、37) 山本 華菜音 金砂郷 80 (40、40)

2 相原 紗奈 TEAM KGA ジュニア 69 (35、34) 桐原 愛奈 常磐大 77 (40、37) 石川 聖奈 明治大 80 (40、40)

3 櫻井 梨央 金砂郷 70 (35、35) 鞍田 夏紀 鶴舞 77 (39、38) 柳原 由依 関東国際 80 (38、42)

横山 珠々奈 TEAM KGA ジュニア 70 (35、35) 榎本 杏果 那須小川 77 (39、38) 85 成田 月奈 関東国際 81 (43、38)

5 川畑 優菜 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 平田 妃希 日本大 81 (43、38)

佐藤 心結 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 関根 理央 那須小川 77 (39、38) 高橋 幸 明治大 81 (41、40)

7 西澤 歩未 葉山国際 72 (38、34) 石山 朋佳 カレドニアン 77 (39、38) 土屋 あゆ 新千葉 81 (38、43)

新地 真美夏 TEAM KGA ジュニア 72 (37、35) 佐藤 夏恋 水戸レイクス 77 (38、39) 89 中村 友香 金砂郷 82 (41、41)

越田 泰羽 関東ジュニア 72 (36、36) 飯田 夏葵 ブリック＆ウッド 77 (38、39) 野矢 愛莉 かすみがうら 82 (41、41)

緑川 瑞玲 関東国際 72 (36、36) 安西 歩美 グリーンパーク 77 (38、39) 森田 えりか 成田ハイツリー 82 (41、41)

佐藤 杏莉 関東ジュニア 72 (35、37) 塩手 莉彩 関東国際 77 (36、41) 鞍田 有紀 鶴舞 82 (40、42)

上田 澪空 TEAM KGA ジュニア 72 (34、38) 52 天野 真里奈 小田原･日動御殿場 78 (41、37) 近藤 楓美 扶桑 82 (39、43)

阿部 未来 那須小川 72 (34、38) 宮部 樹理 水戸レイクス 78 (41、37) 94 本宮 あゆみ ニッソー 83 (43、40)

14 伊藤 美輝 房総 73 (39、34) 結城 穂 常磐大 78 (40、38) 野矢 彩華 扶桑 83 (43、40)

吉澤 柚月 TEAM KGA ジュニア 73 (37、36) 塩田 美樹子 葉山国際 78 (40、38) 小栗 季莉 鎌倉 83 (42、41)

飛田 奏 金砂郷 73 (36、37) 中川 初音 日本大 78 (39、39) 水津 彩花 慶應義塾大 83 (41、42)

片野 あいみ ブリック＆ウッド 73 (36、37) 鈴木 姫琉 関東国際 78 (39、39) 松本 みなみ 中央学院大 83 (39、44)

桑村 美穂 TEAM KGA ジュニア 73 (36、37) 林 亜莉奈 関東ジュニア 78 (38、40) 99 濱 朱姫 関東国際 84 (43、41)

19 小﨑 茜 東京国際大 74 (39、35) 安西 美優 グリーンパーク 78 (38、40) 100 齋田 陽菜 新千葉 85 (44、41)

伊藤 二花 TEAM KGA ジュニア 74 (39、35) 杉田 美紀 那須小川 78 (38、40) 矢口 あやめ JGM セベバレステロス 85 (43、42)

塚田 こと音 関東国際 74 (38、36) 宮本 夏実 常磐大 78 (38、40) 奥村 穂夏 金砂郷 85 (43、42)

栗林 夏希 那須小川 74 (38、36) 62 國吉 愛良 TEAM KGA ジュニア 79 (42、37) 山之口 空 キャスコ花葉 85 (43、42)

倉林 夏 葉山国際 74 (38、36) 山崎 那奈 扶桑 79 (41、38) 104 石河 栞榛 櫛形 86 (42、44)

松原 柊亜 TEAM KGA ジュニア 74 (38、36) 高田 菜桜 那須小川 79 (41、38) 105 髙橋 みさと 日本体育大 87 (44、43)

森本 天 扶桑 74 (37、37) 脇山 佳連 大熱海国際 79 (41、38) 秋元 彩葉 那須小川 87 (42、45)

水上 美慧 鶴舞 74 (37、37) 内山 愛梨 関東ジュニア 79 (40、39) 107 佐藤 甘菜 那須小川 88 (45、43)

鈴木 夏瑠 関東国際 74 (34、40) 高橋 琴音 JGM セベバレステロス 79 (40、39) 108 市井 香乃 扶桑 89 (47、42)

28 遠藤 眞子 那須小川 75 (39、36) 広瀬 樹乃 学習院大 79 (40、39) 高橋 夢羽 小田原･日動御殿場 89 (44、45)

渡辺 さくら 扶桑 75 (39、36) 鈴木 能々子 扶桑 79 (40、39) 110 木村 理咲 慶應義塾大 91 (45、46)

石谷 舞桜 扶桑 75 (37、38) 齊藤 美実 中央学院大 79 (40、39) 金澤 里伊満 金砂郷 91 (44、47)

吉田 鈴 千葉夷隅 75 (36、39) 三原 舞紀 関東国際 79 (39、40) 112 眞木 渚 館山 95 (47、48)

岡島 彩乃 那須小川 75 (36、39) 中條 志歩 那須小川 79 (39、40) 113 田中 佑奈 慶應義塾大 96 (47、49)

33 浅野 咲希 扶桑 76 (40、36) 大塚 由姫乃 櫛形 79 (39、40) 114 笹部 行子 浜野 101 (55、46)

渡辺 世奈 水戸レイクス 76 (39、37) 石井 咲来 関東ジュニア 79 (39、40) 欠場 須藤 みかな ブリック＆ウッド

清藤 羽琉 那須伊王野 76 (39、37) 井上 葵姫 那須伊王野 79 (39、40) 欠場 澄川 愛 新千葉

杉田 茉由 那須小川 76 (39、37) 高橋 舞羽 小田原･日動御殿場 79 (39、40) 欠場 千田 萌花 松本

星野 瑠菜 朝霧ジャンボリー 76 (39、37) 早川 菜々海 諏訪レイクヒル 79 (39、40) 欠場 松岡 華 那須小川

飯村 知紗 日本大 76 (38、38) 78 遠藤 来夢 水戸レイクス 80 (42、38)

中谷 玲 カレドニアン 76 (38、38) 片瀬 すず 関東国際 80 (41、39)

小俣 柚葉 東京五日市 76 (37、39) 堀越 心愛 日本大 80 (41、39)

41 遠藤 桂音 葉山国際 77 (42、35) 保田 はな 伊勢原 80 (40、40)

4月14日(水)

2021年関東女子ゴルフ選手権第4ブロック予選競技

浜野ゴルフクラブ( 6291Yards   Par 72 )


