
会場：
期日：

エントリー： 107名
出場： 107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 西山 美希 小田原･松田 70 (36、34) 板倉 由姫乃 上総富士 80 (39、41) 三浦 凪沙 美浦 88 (47、41)

2 井上 莉花 桂ヶ丘 72 (36、36) 増田 京子 筑波 80 (39、41) 柳澤 鈴加 藤岡温泉 88 (46、42)

3 眞尾 万里 こだま神川 73 (37、36) 佐々木 祥子 妙高 80 (39、41) 岩間 杏里 日高 88 (46、42)

橋添 香 ヴィンテージ 73 (35、38) 瀬賀 百花 胎内高原 80 (38、42) 松本 啓子 武蔵 88 (44、44)

5 松森 彩夏 小田原･日動御殿場 74 (38、36) 46 高田 英怜 甲斐駒 81 (42、39) 86 山本 佳世子 大利根 89 (46、43)

6 松森 杏佳 小田原･日動御殿場 75 (38、37) 沼田 玲奈 鹿沼72 81 (42、39) 宮田 成華 小田原･日動御殿場 89 (45、44)

柚木 岬 東名厚木 75 (37、38) 清野 未琴 フォレスト 81 (41、40) 高井 和美 岩瀬桜川 89 (45、44)

工藤 遥加 成田東 75 (37、38) 熊谷 かほ 甲府国際 81 (39、42) 杉山 沙羅紗 東京五日市 89 (43、46)

本多 奈央 南富士 75 (37、38) 鯉沼 良美 東松苑 81 (39、42) 矢嶋 智都子 霞ヶ関 89 (43、46)

10 石川 彩 あさひヶ丘 76 (40、36) 小池 佳代 立川国際 81 (38、43) 笹川 翼 寄居 89 (43、46)

小出 真鈴 千曲高原 76 (40、36) 52 河村 菜奈 笹神五頭 82 (43、39) 92 手塚 さおり 立科 90 (46、44)

村田 理沙 オリムピック 76 (38、38) 深谷 琴乃 東京五日市 82 (42、40) 横山 初枝 岡部チサン 90 (43、47)

石川 陽子 小田原･松田 76 (38、38) 鈴木 麻友 大富士 82 (41、41) 94 小川 美奈子 成田東 91 (46、45)

14 山田 紅緒 太田双葉 77 (40、37) 乗富 結 浅見 82 (41、41) 高橋 咲 胎内高原 91 (44、47)

五十嵐 春佳 イーストヒル 77 (39、38) 長田 若菜 富士御殿場 82 (41、41) 96 新井 麻衣子 成田東 92 (51、41)

蓮見 裕里奈 クリアビュー 77 (39、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 寺井 恵美 府中 92 (50、42)

幡野 夏生 富士箱根 77 (38、39) 稲垣 貴子 日本体育大 82 (40、42) 98 川上 環 ユニオンエース 93 (51、42)

18 大森 紗帆 伊勢原 78 (43、35) 清水 かおり 東名厚木 82 (39、43) 瀬崎 満代 芳賀 93 (49、44)

小林 咲里奈 熊谷 78 (41、37) 高橋 寿子 皐月･鹿沼 82 (38、44) 福田 和子 紫塚 93 (47、46)

石山 翔子 フォレスト 78 (41、37) 60 志賀 怜香 鹿沼72 83 (44、39) 小玉 陽子 ノーザン錦ヶ原 93 (46、47)

柳澤 美冴 法政大 78 (41、37) 北井 由梨 オリムピック 83 (43、40) 102 笠原 明香 慶應義塾大 94 (48、46)

李 在乙 新・天城にっかつ 78 (40、38) 飯田 真梨 玉川 83 (42、41) 島崎 吉枝 葉山国際 94 (46、48)

石橋 瞳 東名厚木 78 (40、38) 小川 夕月 富士ロイヤル 83 (41、42) 104 田村 和代 オリムピック 95 (49、46)

青野 紗也 ヴィンテージ 78 (40、38) 佐藤 愛美 イーストヒル 83 (37、46) 105 島崎 理子 葉山国際 96 (50、46)

甲斐 舞実 法政大 78 (39、39) 65 今松 頼能 富士御殿場 84 (44、40) 106 岩間 恵 東松山 99 (48、51)

佐藤 耀穂 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (39、39) 野崎 千賀子 伊香保 84 (43、41) 107 明角 恵理子 皐月･佐野 101 (51、50)

27 佐藤 文香 豊岡国際 79 (42、37) 田中 惠美子 嵐山 84 (43、41)

山本 さやか 日本大 79 (40、39) 平林 治子 都留 84 (43、41)

木村 紗奈 水戸グリーン 79 (39、40) 江澤 亜季 こだま神川 84 (42、42)

田中 友理奈 小田原･日動御殿場 79 (39、40) 粕谷 美佳 ファイブエイト 84 (42、42)

湯浅 舞姫 立教大 79 (39、40) 古屋 佑佳 鹿沼72 84 (41、43)

大又 瞳 小田原･日動御殿場 79 (38、41) 松山 奈津江 鹿沼72 84 (41、43)

志賀 友香 塩原 79 (38、41) 73 西野 萌々 館山 85 (43、42)

田中 のどか 大宮国際 79 (38、41) 74 仁保 美和子 京 86 (44、42)

35 久保 英恵 東京五日市 80 (43、37) 坪井 佳笑 レーサム 86 (44、42)

長谷川 理那 関東ジュニア 80 (42、38) 五十嵐 洋子 藤岡 86 (43、43)

布川 千帆里 栃木ヶ丘 80 (42、38) 芳崎 海沙稀 愛鷹 86 (41、45)

伊藤 萌衣 千曲高原 80 (41、39) 78 遠藤 璃乃 ノーザン錦ヶ原 87 (47、40)

小川 真実 オリムピック 80 (41、39) 乗富 舞 浅見 87 (44、43)

中田 春加 キングフィールズ 80 (40、40) 森島 眞知子 ツインレイクス 87 (43、44)

岡田 留奈 東名厚木 80 (39、41) 81 小川原 秋 豊科 88 (48、40)

平成23年4月11日

平成23年度関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技

高麗川カントリークラブ( 6155Yards   Par 72 )


