
平成23年度　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

組合わせおよびスタート時間表

東コースよりスタート
組 時間 　 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

伊藤 栞奈 みつわ台中3 工藤 優海 麗澤中1

松原 亜美 由比中1 小野澤 萌 裾花中2

大塚 愛里 東林中2 佐々木 理乃 The American School Foundation　1

相澤 悠莉 上田第二中3

二口 涼 和光中1 臼井 麗香 北押原中1

渡辺 咲菜 河口湖南中3 佐藤 萌美 新潟第一中2

若月 杏奈 高洲第一中2 古塩 悠夏里 井野中3

植田 萌 早稲田実業中3

難波江 久美 普連土学園中1 町田 涼紗 千葉日本大学第一中2

川野 美穂 朝霞第二中3 保坂 萌々 北本東中1

江澤 亜季 高麗川中2 田村 鈴香 埼玉栄中3

傳田 眞子 埼玉栄中1 園元 愛菜 早稲田実業中3

稲葉 七海 静岡北中2 関根 吏理 麗澤中3

吉川 桃 馬頭中1 田中 梨菜 成城学園中3

和田 佳子 新宿中3 手塚 ゆうり 佐久長聖中2

志賀 咲月 市川第三中1 高橋 ありさ 高津中1

橋添 恵 山梨大学教育人間科学部附属中3 平成23年7月19日（火） 押田 千菜実 大網中1

千葉 雪乃 白根御勅使中1 於:鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中コース 田邉 美莉 芦花中3

宇都 楓 由野台中3 参加者数　66名 後藤 玲来 練馬東中2

山本 有理沙 八王子第五中1 甲斐 愛実 光が丘第一中1

樋口 莉沙 谷田部中3 瀬賀 百花 関川中1

美馬 つかさ 八幡中1 山口 実夢 殖蓮中1

宮本 香怜 埼玉栄中2 佐久間 桃佳 日本大学第一中3

鈴木 麻耶 森村学園中3 高木 智圭 森村学園中2

青野 紗也 駿台甲府中1 福井 貴子 東京学館浦安中3

篠崎 愛 本郷中2 森 瑞華 足立第一中1

三枝 鈴奈 山梨学院大学付属中1 光井 理湖 日本大学第一中2

赤羽 蒔菜 豊郷中3 村山 花朋 新宿中1

植竹 希望 奥戸中1 菊田 実希 西中1

小川 夕月 南中2 須田 萌子 海神中2

鈴木 惠子 尾間木中1 渡邊 夏海 南下浦中3

神原 沙希 二川中3 上村 瑞穂 多古中2

今 綾奈 下里中1

八木 麻里奈 佐久長聖中2

寒郡 ひな 中台中1

山崎 虹歩 燕北中3
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平成23年度　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
組合わせおよびスタート時間表

中コースよりスタート
組 時間 　 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

折茂 ひまわり 鰍沢中3 岩崎 安珠 清水中3

法月 一紗 常葉学園中2 丸山 海紗 浜須加中1

原田 瑠璃南 上溝南中1 小野 真奈美 早稲田実業中3

畠沢 佳菜 静岡北中1

川崎 志穂 大貫中3 小林 星佳 殖蓮中3

上野 陽向 東中2 松下 奈央 志村第二中1

佐野 有記子 静岡北中1 関口 真帆 埼玉栄中3

川崎 柚菜 富山中2

沼田 玲奈 宮崎中3 安藤 泰美 古和釜中3

松下 成果 豊田中2 深谷 琴乃 新座第六中1

安孫子 美央 佐久長聖中1 内山 絵梨香 千歳中3

高橋 咲 安田中2

林 菜乃子 湯河原中2 木村 佳蓮 立正中3

森 はな 安方中1 大浜 佑美 浜松開誠館中3

梅田 日陽 小見川中2 小原 理菜 大久保中1

青木 里奈 森村学園中3 内藤 桃乃 山梨大学教育人間科学部附属中1

岡村 優 城西中2 平成23年7月19日（火） 鈴木 萌子 ちはら台南中3

柴田 香奈 落合中3 於:鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース 田渕 聖美 関東学院六浦中2

照内 伶奈 下妻中3 参加者数　65名 土井 真生 小平第三中1

宮本 沙理 竹園東中1 梅田 真優 千葉日本大学第一中2

田中 のどか 調布第七中2 大豆生田 花純 ひよどり山中2

千葉 美穗 成東東中3 加賀 夏実 大網中2

星野 杏奈 さいたま第二東中1 深水 まりん 宮崎中1

島崎 理子 清泉女学院中3 市村 香純 笠間中3

石川 彩 さいたま第二東中3 原 英莉花 岡村中1

田中 杏奈 東調布中2 川崎 真由 中原中3

角田 佳乃 旭中3 村山 優花 松浜中1

佐野 朝香 市川第七中1 芹川 真海 杉並学院中3

澄川 愛 市川第八中2 荻野 晴海 櫛形中1

海老岡 すみれ 静岡北中1 藤田 桃香 橘中2

山野辺 栞南 共立女子第二中3 堀井 直美 杉並学院中3

谷口 瑠梨 埼玉栄中1 小滝 水音 大島中1

越雲 みなみ 矢板中3

白石 栞菜 泉丘中1

前田 沙也香 埼玉平成中2

角田 夢女 旭中1
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平成23年度　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3ブロック
組合わせおよびスタート時間表

西コースよりスタート
組 時間 　 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

小平 ほたる 杉戸中2 真田 来美 佐久長聖中2

本田 瑞稀 調布第三中3 森 瑞那 足立第一中3

鎮守 桃々香 大和田中1 川上 紗緒里 中郷中2

剱持 遥 明治大学付属中野八王子中3

松村 茉理奈 西新井中3 幡野 夏生 岩崎中2

高橋 彩華 大形中1 大石 彩未 丸ノ内中1

吉田 彩水 明治大学付属明治中2 渡邊 琴海 南下浦中2

矢口 愛理 西台中2

李 ソンジェ 東京韓国中1 井上 侑美 大胡中2

宮田 成華 和田中2 小澤 亜美 多古中2

木村 彩乃 金井中3 藤田 紫織 日本大学第一中3

深尾 朋香 静岡学園中1

佐藤 耀穂 赤見台中3 木村 円 勝田第一中1

岡 和泉 片岡中1 鈴木 百香 木瀬中2

桑原 萌 前橋第一中2 増古 志穂 立正中3

屋山 恵理奈 三室中2 浅尾 有琳佳 明海中2

高島 海帆 諏訪中3 平成23年7月19日（火） 香取 真朱 小見川中1

高木 優奈 相洋中1 鎌ヶ谷カントリークラブ　西・東コース 竹本 亜美 石山中2

西澤 美咲 聖徳大学付属女子中2 参加者数　65名 川田 夏実 日本大学中3

中川 梨華 幕張西中1 竹腰 玲奈 西中原中1

高田 英怜 櫛形中2 乘富 結 伊藤学園中2

山口 紗也加 埼玉平成中2 脇山 佳連 函嶺白百合学園中2

鈴木 桜子 東中3 小俣 美岬 日本大学中3

杉下 舞 小中台中1 浅見 優華 松沢中1

宮崎 千瑛 杉並学院中3 大出 瑞月 館林第一中2

宮内 里奈 野栄中2 中村 恵美 志学館中2

畑岡 奈紗 岩間中1 金井 華蓮 杉並学院中1

柴田 莉奈 日本大学中2 松崎 麻矢 府中第四中3

西山 沙也香 八王子第六中2 野本 世華 東中2

橋本 優菜 埼玉栄中3 土田 三栞 緑中1

馬場 百香 吾妻中2 茂田 唯稀 植竹中2

矢作 紗香 八王子第五中1 村井 沙羅 大津ヶ丘中3

五十嵐 春佳 川東中3

横須賀 亜美 笠原中2

菊地 彩香 下貝塚中2

鈴木 明梨亜 日本大学第一中1
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