
平成23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　第1ブロック 於:茨城ゴルフ倶楽部・西コース

組合わせおよびスタート時間表 参加者数　175名

1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 　 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

布川 千帆里 埼玉栄高3 久保田 玲 千葉学芸高3 岩崎 沙織 鳩山高3 照山 亜寿美 岩瀬日本大学高2

小出 真鈴 長野西国際教養高2 乘富 舞 早稲田実業高1 福島 梨央奈 駿台甲府高1 大門 優希 作新学院高1

小坂 綾 開志学園高1 冨張 里南 成立学園高2 李 在乙 京幾道利川高2 遠藤 璃乃 埼玉栄高3

桂 妙 堀越高1 下山 愛 正智深谷高1 小林 瑞季 杉並学院高1

丹野 寧々 智学館高1 頼藤 彩 埼玉栄高3 安部 ゆいか 堀越高1 入江 亜衣 岩瀬日本大学高3

長田 若菜 富士河口湖高3 芹川 夏海 杉並学院高2 畠山 唯 常総学院高3 鈴木 千明 開志学園高2

宮川 美穂 日大三島高1 関 明奈 向上高2 渡部 優香 横浜桜陽高1 筒井 優那 日体荏原高2

八木 絵里佳 厚木北高2 瀬山 彩夏 正智深谷高1 高橋 みな子 専修大学付属高2 比嘉 琴実 拓殖大学紅陵高1

浜上 佳奈 佐久長聖高2 石山 翔子 新潟第一高3 市川 里菜 日本大学高2 金澤 志奈 岩瀬日本大学高1

川島 愛理 共愛学園高3 小原 美玲奈 日本大学高1 深澤 陽香 作新学院高1 明石 美都里 共立女子第二高2

星 愛海 拓殖大学紅陵高1 志賀 怜香 堀越高2 石橋 瞳 厚木北高3 鈴木 希 佐久長聖高1

岡田 留奈 厚木北高1 石坂 翔子 杉並学院高1 新田 祐美菜 埼玉栄高1 宮原 麻弥 日本大学第一高3

三輪 亜樹 浜松日体高1 筒井 祐希乃 埼玉栄高1 大又 瞳 アレセイア湘南高1 山田 紅緒 正智深谷高2

飛田 愛理 岩瀬日本大学高2 中山 裕里加 静岡北高2 柚木 岬 厚木北高3 佐久間 綾女 友部高1

千葉 真穂 埼玉栄高3 岩間 杏理 青山学院高3 菊田 有紗 日大三島高1 増古 みやび 立正高3

元木 綾乃 佐野日本大学高1 根津 歩美 日本大学第一高1 実松 里紗 慶應義塾女子高2 浅野 愛莉 佐久長聖高1

松森 彩夏 日本大学高2 向後 波香 拓殖大学紅陵高3 古屋 佑佳 埼玉栄高2 飯田 真梨 日本大学高1

三浦 凪沙 コロンビアインターナショナル1 生田目 理紗 埼玉平成高1 池田 真理 和洋国府台女子高2 内田 佳那 千葉学芸高2

松原 由幸 堀越高1 林 瑛美 多古高2 高野 あかり 拓殖大学紅陵高1 小林 優佳 佐野日本大学高2

木下 奈美 埼玉栄高3 三浦 真由 埼玉栄高1 田中 優美 日本大学第一高3 内藤 綾乃 鳩山高3

河野 美桜 山梨学院大学附属高1 津房 優香 クラーク記念国際高1 長谷川 理那 埼玉平成高1 本多 奈央 富士高1

井澤 治奈 八千代西高2 田中 有夏 埼玉栄高3 木戸 侑来 日本大学高3 久保 葵 浜松開誠館高2

山本 蒔歩 堀越高3 松浦 嘉那子 作新学院高2 木村 冴 静岡学園高2 吉原 唯 日本大学高3

石倉 佳那子 厚木北高1 赤澤 梨乃 岩瀬日本大学高1 高橋 黎子 埼玉栄高1 猪股 玲那 厚木北高2

河村 菜奈 開志学園高2 木村 郁美 水戸第一高2 柳澤 鈴加 共愛学園高2 久保 歓奈 桐生西高3

堀内 明莉 山梨学院大学附属高1 廣田 美優 埼玉栄高1 持田 奈穂 前橋育英高1 長嶺 葉子 川崎商業高1

渋谷 美和 湘南学院高3 金子 萌 埼玉平成高3 小林 咲里奈 大宮中央高3 首代 明子 立正高2

市村 夏子 多古高1 根岸 彩実 正智深谷高1 原 桃香 鹿島学園高1 高橋 和華 日本大学高1

前原 ユキ 大宮中央高3 辻 梨恵 埼玉栄高3 安田 彩乃 千葉明徳高1 村田 理沙 杉並学院高1

大森 紗帆 日本大学高1 秋山 円香 佐野日本大学高2 渡辺 彩香 埼玉栄高3 苅田 千里 文教大学付属高2

仲正路 夢 西武台千葉高1 渡邊 碧 埼玉平成高1 芳崎 海沙稀 厚木北高1 粕谷 美佳 佐久長聖高1

佐藤 愛美 埼玉栄高2 南雲 未来 茨城キリスト教学園高3 藤永 美樹 佐野日本大学高2 長嶋 みさき 鳩山高3

井上 莉花 岩瀬日本大学高3 戸塚 雪紀菜 鳩山高2 松森 杏佳 日本大学高1 蓮見 裕里奈 富士見丘高2

熊谷 かほ 山梨学院大学付属高1 田中 友理奈 埼玉栄高1 大西 葵 千葉学芸高2 萩原 菜乃花 日本大学高1

赤川 静 日本大学第一高2 折茂 あやめ 代々木高2 井上 唯衣 日大高3 吉永 綾 埼玉栄高3

手塚 あいり 佐野日本大学高1 吉野 真実 正智深谷高3 恒遠 ありす 埼玉平成高2 稲永 絢 駒場学園高2

渡邊 桂子 慶應義塾女子高1 山本 あす香 浜松開誠館高1 木村 彩子 聖徳大学附属女子高1 押尾 紗樹 拓殖大学紅陵高3

本城 萌子 千葉学芸高3 伊藤 萌衣 長野東高3 江澤 亜弥 埼玉栄高2 猪亦 麻衣 厚木北高1

堤 なつき 早稲田実業高2 前中 彩花 埼玉栄高2 山本 綾音 山梨英和高3 藤澤 桃子 専修大学附属高2

畠中 絵莉佳 埼玉栄高1 植松 小の美 東京学館高1 福田 佳穂里 日本大学第一高2 泉谷 若菜 麗澤高1

川岸 史果 日本大学高2 西村 美希 開志学園高1 荒川 侑奈 聖徳大学附属女子高1 久保 英恵 堀越高1

新倉 志穂 日本大学三島高1 西岡 玲央奈 鳩山高3 山口 枝里子 佐野日本大学高3 嬉野 由 公文国際学園高2

鈴木 美月 静岡学園高3 菊池 美保子 埼玉栄高1 藤井 美珠妃 厚木北高1 植野 星香 厚木北高1

渡邉 美雨 埼玉栄高1 佐々木 星香 立正高2 佐保 日花倫 埼玉栄高2 牧田 真穂 佐久長聖高3

競技委員長　松　野　信　子
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