
平成18年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　女子15歳～17歳の部

於： 藤ヶ谷カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 片平 光紀 ヘリテイジアカデミー2

+1 73

2 +2 74 富永 麻友美堀越3

3 +3 75 杉山 沙羅紗専大附属2 剣持 江里加佐野日大3

5 +4 76 川島 綾乃 桐生南高1

6 +5 77 斉藤 愛璃 厚木北2

7 +6 78 西村 友希 埼玉栄3 直井 梨瑛 市川高1

9 +7 79 佐藤 文香 埼玉栄3 増田 美々子佐野日大2

11 +8 80 橋添 南 駿台甲府3 丸山 あゆみ 拓大紅陵2 亀井 綾夏 拓大紅陵3

14 +9 81 三原 むつみ堀越2 後藤 彩花 千葉日大一高1 君島 実幸 佐野日大3 青木 茉里奈前橋商業高1

18 +10 82 大野 和樹 立正1 阿部 悠 八海2 志賀 友香 埼玉栄1

+11 83

21 +12 84 永嶋 明香里厚木北2 清宮 緑 市原緑高3

+13 85

23 +14 86 原野 良子 埼玉栄3 中村 美枝 横浜商大高2 小松 桃子 星陵2

26 +15 87 星野 文香 八海2 伊東 幸暎 佐野日大2 小林 まみ 拓大紅陵2 石井 夕莉菜関東学園大高1

森本 麻衣 厚木北1

+16 88

31 +17 89 多田 愛 聖ドミニコ学園2

32 +18 90 田中 美波 慶應女子2 西 有実子常磐高2

34 +19 91 中島 美湖 千葉女子高2

35 +20 92 中馬 マリア 深沢高1 佐藤 由香利新潟産業大高1

37 +21 93 細田 有里 和光高1

38 +22 94 岡田 玲子 清泉インターナショナル12 稲垣 貴子 埼玉栄2 甲斐 舞実 埼玉栄2 柿澤 美咲 共立女子二高1

42 +23 95 中村 歩 千葉日大一高1 後藤 真梨奈西武台千葉3

44 +24 96 岩田 佳那 埼玉栄3 浅沼 恵 埼玉栄2

+25 97

+26 98

+27 99

46 +28 100 高野 飛鳥 長野東部2

+29 101

47 +30 102 二見 裕子 日大高2

+31 103

48 +32 104 古村 綾子 慶應女子3

49 +33 105 鈴木 美帆 慶應女子2

50 +34 106 富田 麻衣 常総学院1

+35 107

51 +36 108 関 詩織 森村学園1

52 +37 109 瀬戸 千咲 厚木北3 中村 美寿紀埼玉栄2

+38 110

+39 111

+40 112

+41 113

54 +42 114 成井 彩奈 大妻中野高1

+43 115

+44 116

+45 117

55 +46 118 橋本 佳那子森村学園1

56 +50 122 宮原 桃子 千葉学芸2

57 +59 131 川田 小百合埼玉栄2

58 +65 137 高久 礼奈 慶應女子3 西村 唯 慶應女子3 斉藤 千尋 浦和学院3

61 +72 144 杉本 明奈 慶應女子3

棄権 花牟礼温美 埼玉栄2 佐々木真帆 田園調布学園高1

欠場 田代 季美江作新学院3 渡辺 聖子 駿台甲府3 秋元 由加 東海大高輪台3 井坂 理絵 作新学院1

松本 友恵 作新学院1

平成18年7月24日

以上、予選通過



平成18年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　女子12歳～14歳の部

於： 藤ヶ谷カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 青木 瀬令奈箱田中2

+2 74

2 +3 75 山口 莉穂 沼津三中3 小楠 梨紗 新津中3

+4 76

+5 77

4 +6 78 後藤 恵 土気南中2 眞尾 万里 児玉中2

6 +7 79 佐藤 千紘 日吉台中3

7 +8 80 富澤 真理子西新宿中3

8 +9 81 星野 麗香 茗渓学園中2 新井 里茄 青島中2

10 +10 82 嶋田 江莉 杉並学院中3

11 +11 83 鈴木 沙季 高松中2

12 +12 84 杉岡 千里奈前橋七中3 木戸 侑来 横須賀学院中1

14 +13 85 仲宗根澄香 大山口中3 吉野 茜 習志野五中3 葭葉 ルミ 墨田中2 中山 采美 瀬戸谷中2

高田 莉花 城東中1

+14 86

19 +15 87 佐藤 彩 強戸中1

20 +16 88 上林 静香 秋葉台中3 石川 陽子 錦台中2

+17 89

22 +18 90 上野 祐紀子中原中2 板倉 栞 増穂中2

24 +19 91 宮内 麗可 銚子六中3 布川 千帆里桜台中1 川島 愛理 強戸中1 清宮 恵 市原中3

笹原 優美 開進二中2

29 +20 92 湯浅 舞姫 日大一中3 渡辺 彩香 小嵐中1

31 +21 93 佐藤 絵美 日光中3 成田 美寿々ちはら台南中2

33 +22 94 蛭子 佐智 神栖二中2 久保 歓奈 桜木中1

35 +23 95 那須 愛 藤代中3

+24 96

+25 97

36 +26 98 新福 えり 山王中2 押尾 紗樹 勝瀬中1 白木 彩加 共立女子二中1 岡田 紗緒里清泉インターナショナル9

井上 莉花 見川中1

41 +27 99 川岸 紘子 横浜英和女学院中2 向後 波香 岡津中1 大塚 悠里 麗澤中2 本城 萌子 富勢中1

45 +28 100 秋葉 眞衣 葛西三中3 濱野 綾香 共立女子二中3 上野 廣奈 暁星国際中2 橋添 香 山梨大附属中1

49 +29 101 亀田 愛里 御殿場南中2 佐藤 愛 シュタイナー学園中7

51 +30 102 田中 有夏 見明川中1

52 +31 103 山口 幸乃 川村中2

+32 104

+33 105

53 +34 106 山本 綾音 山梨英和中1 畠山 唯 上郷中1 西山 美希 相洋中1

56 +35 107 柚木 岬 清新中1 髙原 萌子 立正中1

58 +36 108 山中 明香里桜道中1 石橋 瞳 弥栄中1

60 +37 109 林 佑紀 亀有中2 大友 由実 辰巳中2

62 +38 110 篠原 愛恵 田奈中2

+39 111

63 +40 112 吉村 優 共立女子二中3

64 +41 113 冨川 繭 山北中1

+42 114

+43 115

+44 116

+45 117

65 +46 118 吉本 光里 銚子五中2

66 +47 119 チルダース 圭伊登藤の木中3

67 +50 122 大木 香奈 森村学園中3

68 +54 126 須田 可奈子桐蔭学園中1

69 +58 130 那須 萌 藤代中1

70 +69 141 長尾 優花 小岩一中1

欠場 大久保友雅 落合二中1

平成18年7月24日

以上、予選通過


