
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12歳～14歳の部　第1ブロック

於： 鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 渡辺 彩香 小嵐中3

-3 69

2 -2 70 川岸 史果 横浜英和女学院中2

3 -1 71 木戸 侑来 横須賀学院中3

4 0 72 松森 彩夏 砧中2

+1 73

5 +2 74 佐藤 彩 強戸中3

+3 75

+4 76

6 +5 77 村田 理沙 杉並学院中1 江澤 亜弥 高麗川中2 橋添 香 山梨大教育人間科学部中3

9 +6 78 大西 葵 我孫子中2 井上 莉花 見川中3 布川 千帆里桜台中3

12 +7 79 柳澤 鈴加 安中一中2 小出 真鈴 更北中2

以上、予選通過

+8 80

14 +9 81 高田 莉花 城東中3 岩崎 沙織 三芳中3 河野 美桜 清新中1 金子 萌 狭山東中3

長谷川理那 鶴ヶ島南中1

19 +10 82 鈴木 咲良 佐野日大中2 長田 若菜 忍野中2 大又 瞳 梅田中1

22 +11 83 中山 綾香 日大中3

+12 84

23 +13 85 菊田 有紗 裾野西中1 木村 郁美 友部二中2 石橋 瞳 弥栄中3

26 +14 86 頼藤 彩 埼玉栄中3 山本 綾音 山梨英和中3 志賀 怜香 蕨東中2

+15 87

29 +16 88 鈴木 亜莉沙町田二中1 入江 亜衣 友部二中3 田川 りさ 聖心女子学院中1 本多 奈央 吉原二中1

33 +17 89 田中 友理奈田柄中1 千葉 真穂 中村中3 山本 静香 多古中2 西村 美希 寺島中1

37 +18 90 伊藤 萌衣 若穂中3 吉原 唯 目黒中央中3

39 +19 91 安田 彩乃 湘南学園中1 池添 貴子 小山中2 佐久間綾女 友部二中1 中野 りか 在家中2

43 +20 92 渡部 優香 平戸中1 猪亦 麻衣 愛川東中1 泉谷 若菜 南部中1 冨川 繭 山北中3

照山 亜寿美緑岡中1

48 +21 93 田中 遥 調布七中1 木村 雅子 千葉日大一中2 白木 彩加 共立女子二中3 加藤 萌那美沼津五中1

52 +22 94 安部 ゆいか 杉並学院中1 植野 星香 中川中1 苅田 千里 渡田中2

55 +23 95 熊谷 かほ 南西中1

+24 96

56 +25 97 久保 葵 浜松開誠館中2 大門 優希 旭中1 新倉 志穂 日大三島中1

+26 98

59 +27 99 筒井 優那 小金井二中2 森川 美沙 共立女子中3 小田嶋優依 水戸一中1

62 +28 100 松浦 嘉那子泉が丘中2

63 +29 101 二木 千賀子埼玉栄中2

64 +30 102 石川 英里佳立正中2 小坂 綾 滝野川中1

+31 103

66 +32 104 林 瑛美 多古中2

67 +33 105 小平 さゆり 南部中1 芹川 夏海 杉並学院中2 依田 美穂 都留一中3

70 +34 106 宮川 美穂 吉原東中1 平沼 佳子 川村中2

+35 107

72 +36 108 秋山 円香 佐野日大中1 須田 可奈子桐蔭学園中3

74 +37 109 赤川 静 日大一中1

75 +38 110 長尾 優花 小岩一中3

76 +39 111 田端 帆乃架横瀬中2 星 愛海 広尾学園中1 益子 紗也香新栄中1 下川 由莉子真光寺中2

+40 112

+41 113

80 +42 114 山岸 友里恵上溝中3

+43 115

+44 116

+45 117

+46 118

81 +47 119 佐々木星香 港陽中2

82 +66 138 川瀬 真奈香貝塚中1

失格 柚木 岬 清新中3

棄権

欠場 岡田 留奈 愛川東中1 岡田 夏希 市川八中2

平成20年7月22日



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12歳～14歳の部　第2ブロック

於： 鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 田中 有夏 見明川中3

+1 73

+2 74

2 +3 75 石山 翔子 寄居中3

+4 76

+5 77

3 +6 78 中山 裕里加瀬戸谷中2 保坂 真由 北本東中1 向後 波香 岡津中3 木村 紗奈 常陸大宮二中3

7 +7 79 松森 杏佳 砧中1 金澤 志奈 友部二中1

9 +8 80 粕谷 美佳 東金子中1 辻 梨恵 南足柄中3 堤 なつき 早稲田実業中2 西山 美希 相洋中3

佐々木萌有 小岩三中2

以上、予選通過

14 +9 81 石倉 佳那子若葉台中1

15 +10 82 荒川 侑奈 松戸四中1

16 +11 83 畠山 唯 上郷中3 池田 真理 和洋国府台女子中2 岡田 悠里 杉並学院中2 川島 愛理 強戸中3

小林 咲里奈本庄東中3

21 +12 84 押尾 紗樹 勝瀬中3 市川 里菜 日大中2 三浦 凪沙 コロンビアINS中1 鈴木 ありさ 杉並学院中2

25 +13 85 高原 萌子 立正中3 蓮見 裕里奈共立女子二中2

27 +14 86 木川 紗耶加多古中3 山本 あす香 浜松開誠館中1 矢羽田未令 東邦大東邦中2

30 +15 87 冨張 里南 開進四中2 新島 有稀 長沢中2 小金澤楓 安中一中2 立川 彩夏 茂原東中1

34 +16 88 渡邊 碧 高萩中1 八木 絵里佳前橋四中2

36 +17 89 大久保友雅 落合二中3 櫻木 百萌 パイオニアミドル中2 藤永 美樹 佐野日大中2

39 +18 90 嬉野 由 公文国際学園中2 木村 彩子 入船中1

41 +19 91 久保 英恵 国分寺四中1 鈴木 希 笠懸中1 本城 萌子 富勢中2 元木 綾乃 佐野日大中1

45 +20 92 川上 茉莉枝中郷中1

46 +21 93 芳崎 海沙稀南毛利中1

+22 94

47 +23 95 佐藤 愛美 新潟大新潟中2

48 +24 96 山本 蒔歩 蒲原中3 増古 みやび立正中3 岩崎 愛里 南浦和中3 井上 唯衣 日大中3

高瀬 瑞穂 板倉中1

53 +25 97 大森 紗帆 日大中1

54 +26 98 神谷 聖来 和光中3

+27 99

55 +28 100 岩間 杏理 青山学院中3 篠原 愛水 共立女子二中2 進藤 理奈 日大中2

+29 101

58 +30 102 菊池 美保子在家中1 実松 里紗 千葉大中1 小川 貴美花静岡南中1

+31 103

61 +32 104 前中 彩花 上溝南中2 長嶺 葉子 矢向中1 柳澤 木の実埼玉栄中2

64 +33 105 斉藤 紗也美多古中2

65 +34 106 山本 杏奈 江西中3 関 明奈 相模中2

67 +35 107 明石 美都里共立女子二中2 薗田 衣梨 大森一中2

69 +37 109 谷 知美 勝田台中1

70 +38 110 首代 明子 立正中2

71 +39 111 井上 玲衣 森村学園中3

72 +40 112 丹野 寧々 智学館中1 松崎 梨恵 松戸四中1

74 +42 114 乘富 舞 伊藤中1

75 +43 115 畢 忻 寒川中2

76 +49 121 桑原 枝里 富士見丘中1

77 +51 123 九原 沙梨 佐野日大中2

欠場 大渕 美郷 横浜共立学園中3 渡邊 桂子 慶應義塾中1 深澤 みなみ 下里中1 宮崎 莉子 大椎中1

仲正路夢 西原中1 阿部 桃子 聖心女子学院中2 今松 頼能 富士岡中2

平成20年7月22日


