
会場：
期日：

エントリー： 52名
出場： 51名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 富澤 真理子 埼玉栄高3 71 (36、35) 41 小沼 美弥子 千葉日大一高2 93 (43、50)

2 葭葉 ルミ 千葉日大一高2 73 (39、34) 42 冨川 繭 小田原総合ビジネス高1 94 (43、51)

石川 陽子 日大高2 73 (37、36) 43 山本 蒔歩 堀越高1 95 (50、45)

中山 采美 藤枝順心高2 73 (37、36) 山崎 亜里沙 埼玉栄高2 95 (46、49)

眞尾 万里 正智深谷高2 73 (36、37) 45 大屋 真央香 埼玉栄高3 98 (51、47)

6 秋葉 眞衣 堀越高3 74 (38、36) 森川 文 明大中野八王子高2 98 (49、49)

木村 紗奈 水戸商業高1 74 (34、40) 47 氏原 小百合 埼玉栄高2 99 (46、53)

8 布川 千帆里 埼玉栄高1 75 (36、39) 48 新井 理沙 日大鶴ヶ丘高2 101 (50、51)

亀田 愛里 御殿場西高2 75 (35、40) 49 清松 綾美 鳩山高2 104 (51、53)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 50 九原 沙梨 佐野日大高1 119 (61、58)

10 久保 歓奈 桐生西高1 77 (38、39) 51 西家 葵 埼玉栄高2 129 (62、67)

吉野 茜 千葉日大一高3 77 (37、40) 欠場 沢越 景子 JGAｼﾞｭﾆｱ

12 橋添 香 山梨学院大高1 78 (40、38)  
上野 祐紀子 堀越高2 78 (38、40)  
伊藤 萌衣 長野東高1 78 (38、40)  
向後 波香 拓大紅陵高1 78 (37、41)  

16 中山 綾香 日大高1 79 (41、38)  
林 佑紀 埼玉栄高2 79 (40、39)  
金子 萌 埼玉平成高1 79 (38、41)  

19 頼藤 彩 埼玉栄高1 80 (40、40)  
森広 恵利華 マニラIN高2 80 (37、43)  

21 進藤 久留美 山脇学園高1 81 (40、41)  
石山 翔子 新潟一高1 81 (40、41)  
清野 未琴 新潟一高3 81 (37、44)  

24 北井 由梨 埼玉栄高2 83 (42、41)  
25 川島 愛理 共愛学園高1 84 (43、41)  

入江 亜衣 岩瀬日大高3 84 (42、42)  
郡司 綾乃 堀越高2 84 (40、44)  

28 前村 里菜 山梨英和高1 85 (44、41)  
岩間 杏理 青山学院高1 85 (43、42)  
長田 若菜 富士河口湖高1 85 (41、44)  

31 齋藤 麻梨奈 西武台千葉高2 86 (42、44)  
古橋 みづき 明大中野八王子高2 86 (42、44)  
山本 綾音 山梨英和高1 86 (41、45)  
大友 由実 埼玉栄高2 86 (40、46)  

35 田中 有夏 埼玉栄高1 87 (43、44)  
小沼 詩穂 西武台千葉高3 87 (43、44)  

37 清水 奈津美 埼玉栄高2 89 (43、46)  
38 西山 茜菜 立正高2 90 (46、44)  
39 高原 萌子 立正高1 91 (44、47)  
40 飯島 比女名 関東学園大高2 92 (47、45)  
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会場：
期日：

エントリー： 52名
出場： 51名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 辻 梨恵 埼玉栄高1 70 (37、33) 41 西岡 玲央奈 鳩山高1 91 (46、45)

蛭子 佐智 拓大紅陵高2 70 (37、33) 吉永 綾 埼玉栄高1 91 (44、47)

仲宗根 澄香 松戸六実高3 70 (35、35) 43 山中 明香里 日比谷高1 93 (46、47)

4 西山 美希 厚木北高1 71 (34、37) 戸澤 萌 正智深谷高2 93 (46、47)

5 工藤 遥加 日出高2 72 (38、34) 45 渋谷 美和 湘南学院高1 96 (48、48)

本城 萌子 千葉学芸高1 72 (37、35) 46 井上 玲衣 森村学園高1 98 (51、47)

佐藤 千紘 日大高3 72 (37、35) 47 西村 麻衣 立正高1 99 (48、51)

8 木戸 侑来 日大高1 74 (37、37) 小貫 麻乃子 常総学院高2 99 (45、54)

9 岡戸 美穂 正智深谷高2 75 (39、36) 49 栗原 久実 中村高1 102 (53、49)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 50 阿部 夏海 埼玉栄高2 123 (63、60)

杉岡 千里奈 埼玉栄高3 75 (39、36) 失格 市瀬 紗梨 慶応義塾女子高1

11 山口 莉穂 埼玉栄高3 76 (40、36) 欠場 川田 みどり 和光国際高2

石橋 瞳 厚木北高1 76 (37、39)  
13 成田 美寿々 拓大紅陵高1 77 (40、37)  

大関 香澄 作新学院高3 77 (40、37)  
押尾 紗樹 拓大紅陵高1 77 (39、38)  
板倉 栞 拓大紅陵高2 77 (38、39)  
笹原 優美 法政大高2 77 (37、40)  

18 川岸 紘子 日大高2 78 (40、38)  
山口 幸乃 埼玉栄高2 78 (40、38)  
畠山 唯 常総学院高1 78 (38、40)  

21 小林 咲里奈 正智深谷高1 79 (42、37)  
木川 紗耶加 多古高1 79 (42、37)  
吉本 光里 千葉学芸高2 79 (40、39)  

24 久保田 玲 千葉学芸高1 80 (43、37)  
湯浅 舞姫 日大一高3 80 (41、39)  
小谷 真菜美 川崎高3 80 (40、40)  
井上 唯衣 日大高1 80 (40、40)  
宮内 麗可 千葉学芸高3 80 (39、41)  

29 岩崎 沙織 鳩山高1 81 (42、39)  
千葉 真穂 埼玉栄高1 81 (41、40)  

31 高森 理紗子 日大高2 83 (44、39)  
池添 貴子 相原高1 83 (41、42)  

33 甲斐 優実 埼玉栄高2 84 (43、41)  
34 遠藤 璃乃 埼玉栄高1 85 (42、43)  
35 増古 みやび 立正高1 86 (44、42)  
36 吉原 唯 日大高1 87 (46、41)  

高子 沙樹 埼玉栄高2 87 (41、46)  
河野 衣莉香 埼玉栄高2 87 (40、47)  

39 木下 奈美 埼玉栄高1 88 (43、45)  
40 山口 枝里子 佐野日大高1 89 (44、45)  
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