
平成20年度　第29回　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： 鎌ヶ谷カントリークラブ　西・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 69 後藤 恵 拓大紅陵高1

-2 70

-1 71

0 72

2 +1 73 佐藤 千紘 日大高2 野村 敏京 明治高1 中山 采美 藤枝順心高1

5 +2 74 佐藤 由香利新潟産業大高3 富澤 真理子埼玉栄高2

7 +3 75 杉岡 千里奈埼玉栄高2 山口 莉穂 埼玉栄高2

9 +4 76 川島 綾乃 桐生南高3 成田 美寿々拓大紅陵高1 仲宗根澄香 松戸六実高2

12 +5 77 志賀 友香 埼玉栄高3

13 +6 78 眞尾 万里 正智深谷高1 亀田 愛里 御殿場西高1

15 +7 79 吉野 茜 千葉日大一高2 石川 陽子 日大高1 中村 歩 千葉日大一高3 清野 未琴 新潟一高2

野田 ゆりか JGAジュニア

以上、予選通過

20 +8 80 湯浅 舞姫 日大一高2

21 +9 81 大野 和樹 立正高3 後藤 彩花 千葉日大一高3 板倉 栞 拓大紅陵高1 嶋田 江莉 杉並学院高2

秋葉 眞衣 堀越高2

26 +10 82 新福 えり 国士舘高1 細田 有里 和光高3

28 +11 83 蛭子 佐智 拓大紅陵高1 直井 梨瑛 市川高3 進藤 久留美山脇学園高1 石井 夕莉菜関東学園大高3

森本 麻衣 厚木北高3

33 +12 84 上林 静香 厚木北高2 上野 祐紀子堀越高1

35 +13 85 山口 幸乃 埼玉栄高1 西野 萌々 立正高3 吉本 光里 千葉学芸高1

38 +14 86 笹原 優美 法政大高1 星野 麗香 茗溪学園高1

40 +15 87 大関 香澄 作新学院高2 西山 茜菜 立正高1 川岸 紘子 日大高1 葭葉 ルミ 千葉日大一高1

44 +16 88 浅沼 美乃里湘南工科大高2 林 佑紀 埼玉栄高1 清水 奈津美埼玉栄高1

47 +17 89 岡戸 美穂 正智深谷高1 井上 乃理子ＩＪＧアカデミー1 郡司 綾乃 堀越高1 小沼 詩穂 西武台千葉高2

51 +18 90 市瀬 紗梨 慶応義塾女子高1 滝原 彩 拓大紅陵高3 甲斐 優実 埼玉栄高1 鈴木 麻友 星陵高3

宮内 麗可 千葉学芸高2

56 +19 91 皆藤 いづみ立正高1 若月 裟也香共立女子二高2 柿沢 美咲 共立女子二高3 富田 麻衣 常総学院高3

猪亦 菜津美厚木北高2 鮫川 杏子 聖徳大附属高3

62 +20 92 三浦 夏海 厚木北高2 渡辺 郁美 香蘭女学校高3 原田 郁子 麻溝台高3

65 +21 93 飯島 比女名関東学園大高1 野尻 莉加 拓大紅陵高3

67 +22 94 山崎 亜里沙埼玉栄高1 大友 由実 埼玉栄高1

69 +23 95 大屋 真央香埼玉栄高2

70 +24 96 坂本 英里奈和洋国府台女子高2 高森 理紗子日大高1

72 +25 97 荒井 歩 前橋育英高2 野崎 千賀子慶應義塾女子高3

74 +26 98 伊藤 千草 八海高3 川田 みどり 和光国際高2 河野 衣莉香埼玉栄高1

+27 99

77 +28 100 大木 香奈 森村学園高2 武尾 薫 森村学園高2 齋藤 麻梨奈西武台千葉高1 淡路 さつき 日大高3

81 +29 101 北島 菜々子田園調布双葉高2

82 +30 102 関 香月 厚木北高2 小川 貴和子多古高1 高子 沙樹 埼玉栄高1

85 +35 107 氏原 小百合埼玉栄高1 北井 由梨 埼玉栄高1

87 +36 108 上野 沙織 綾瀬高2 越川 みゆき 多古高1

89 +41 113 戸澤 萌 正智深谷高1

90 +42 114 小沼 美弥子千葉日大一高1

91 +43 115 東海林桜子 共立女子二高2

失格 井上 彩 森村学園高2

棄権 小谷 真菜美川崎高2 菊池 木の実西武台千葉高2

欠場 菊地 花霞 明大中野八王子高3 上野 廣奈 暁星国際高1 八木 愛生 クラーク記念国際高1 境原 あずさ 安中総合学園高3

平成20年7月22日


