
会場：

期日：
エントリー： 133名

出場： 126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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡村 優 翔洋学園高2 65 (33、32) - 以 上、 予 選 通 過 － 大浜 佑美 第一学院高3 79 (38、41) 小西 晴香 八千代松陰高2 95 (49、46)

2 植竹 希望 日出高1 66 (32、34) 折茂 ひまわり 代々木高3 74 (37、37) 阿部 萌 拓殖大学紅陵高2 79 (38、41) 雨宮 梨乃 明治大学付属中野八王子高1 95 (48、47)

3 瀬賀 百花 開志国際高1 67 (35、32) 中川 梨華 千葉学芸高1 74 (36、38) 高橋 ありさ 杉並学院高1 79 (37、42) 125 高野 彩夏 法政大学高3 97 (50、47)

4 松崎 麻矢 共立女子第二高3 69 (36、33) 岩岸 礼華 杉並学院高1 74 (35、39) 85 矢作 紗香 共立女子第二高1 80 (40、40) 久高 愛弥里 拓殖大学紅陵高2 97 (48、49)

河本 結 日本ウェルネス高1 69 (35、34) 45 小川 夕月 静岡西高2 75 (40、35) 須田 萌子 拓殖大学紅陵高2 80 (39、41) 欠場 松村 理菜 明秀学園日立高1

西畑 萌香 日本ウェルネス高1 69 (33、36) 澄川 愛 千葉学芸高2 75 (39、36) 福井 貴子 拓殖大学紅陵高3 80 (39、41) 欠場 妹尾 穂乃華 開志国際高1

7 美馬 つかさ 目黒学院高1 70 (37、33) 西山 沙也香 東海大学菅生高2 75 (39、36) 寒郡 ひな 印旛明誠高1 80 (38、42) 欠場 木村 彩乃 明治大学付属中野八王子高3

畑岡 奈紗 翔洋学園高1 70 (37、33) 山野辺 栞南 共立女子第二高3 75 (38、37) 法月 一紗 常葉学園高2 80 (37、43) 欠場 芹川 真海 堀越高3

工藤 優海 麗澤高1 70 (36、34) 臼井 麗香 日本ウェルネス高1 75 (37、38) 90 田辺 美莉 駒場学園高3 81 (41、40) 欠場 呂 恵美 日本大学櫻丘高2

上野 陽向 翔洋学園高2 70 (34、36) 荻野 晴海 山梨学院大学附属高1 75 (36、39) 本田 瑞稀 日本大学櫻丘高3 81 (41、40) 欠場 大塚 晴日 竜ヶ崎南高2

11 浅見 優華 堀越高1 71 (37、34) 橋添 恵 山梨学院大学付属高3 75 (36、39) 磯井 玲那 拓殖大学紅陵高2 81 (41、40) 欠場 鈴木 磨夜 明秀学園日立高1

田中 のどか 日本大学櫻丘高2 71 (37、34) 52 志賀 咲月 印旛明誠高1 76 (41、35) 中尾 紫乃 拓殖大学紅陵高1 81 (41、40)

野田 すみれ 日本ウェルネス高1 71 (37、34) 押田 千菜実 千葉学芸高1 76 (40、36) 亀田 うらら 駒場学園高1 81 (40、41)

小滝 水音 明秀学園日立高1 71 (36、35) 川崎 志穂 拓殖大学紅陵高3 76 (39、37) 郡司 桃果 岩瀬日本大学高2 81 (40、41)

大石 彩未 拓殖大学紅陵高1 71 (35、36) 高木 彩音 千葉学芸高3 76 (39、37) 96 杉下 舞 千葉日本大学第一高1 82 (43、39)

16 播磨 知優 千葉学芸高2 72 (38、34) 森 はな 日本大学高1 76 (38、38) 登松 千晴 千葉学芸高3 82 (42、40)

高島 海帆 山梨学院大学附属高3 72 (35、37) 千葉 雪乃 山梨学院大学附属高1 76 (38、38) 堀井 直美 杉並学院高3 82 (42、40)

吉川 桃 日出高1 72 (35、37) 羽藤 琴和 千葉学芸高2 76 (38、38) 田中 梨菜 成城学園高3 82 (41、41)

市村 香純 岩瀬日本大学高3 72 (34、38) 内藤 桃乃 駿台甲府高1 76 (37、39) 100 梅田 日陽 開志学園高2 83 (44、39)

20 深谷 琴乃 早稲田実業高1 73 (38、35) 木村 佳蓮 立正高3 76 (37、39) 川窪 菜月 千葉日本大学第一高1 83 (41、42)

松原 亜美 静岡北高1 73 (37、36) 二口 涼 開志国際高1 76 (37、39) 田中 梨奈 明治大学付属中野八王子高1 83 (40、43)

小倉 ひまわり 日出高1 73 (37、36) 八巻 聖良 Groves Christian College高2 76 (37、39) 103 光井 理湖 日本大学第一高2 84 (43、41)

香取 真朱 日出高1 73 (37、36) 松村 茉理奈 日本大学第一高3 76 (37、39) 石山 莉帆 杉並学院高2 84 (43、41)

加賀 夏実 開志学園高2 73 (37、36) 新田 千夏 代々木高3 76 (37、39) 和田 佳子 拓殖大学紅陵高3 84 (42、42)

宮田 成華 共立女子第二高2 73 (37、36) 65 山崎 虹歩 開志学園高3 77 (39、38) 鈴木 明梨亜 日本大学第一高1 84 (40、44)

岩崎 安珠 クラーク記念国際高3 73 (37、36) 桑山 紗月 千葉日本大学第一高2 77 (39、38) 107 菊地 彩香 聖徳大学附属女子高2 85 (44、41)

高橋 咲 開志学園高2 73 (36、37) 宮内 里奈 千葉学芸高2 77 (38、39) 尾崎 りお 開志学園高3 85 (43、42)

宮崎 千瑛 杉並学院高3 73 (36、37) 杉山 愛幸 日本大学三島高1 77 (38、39) 109 佐久間 桃佳 日本大学第一高3 86 (47、39)

加藤 紫穂美 クラーク記念国際高2 73 (36、37) 町田 涼紗 千葉日本大学第一高2 77 (38、39) 西村 あすみ 千葉学芸高1 86 (45、41)

山田 佳奈 拓殖大学紅陵高2 73 (36、37) 佐藤 萌美 新潟第一高2 77 (38、39) 郡司 玲奈 岩瀬日本大学高3 86 (42、44)

稲葉 七海 静岡北高2 73 (36、37) 鈴木 萌子 拓殖大学紅陵高3 77 (37、40) 112 増古 志穂 立正高3 87 (44、43)

32 川崎 真由 西武台千葉高3 74 (41、33) 72 川野 美穂 明治大学付属中野八王子高3 78 (40、38) 木志根 佳奈 多古高1 87 (44、43)

山路 晶 翔洋学園高1 74 (40、34) 樋口 莉沙 水戸南高3 78 (40、38) 114 神原 沙希 柏南高3 88 (46、42)

保坂 萌々 日出高1 74 (40、34) 桜沢 里美 開志学園高2 78 (40、38) 115 伊藤 光希 千葉日本大学第一高1 89 (46、43)

高橋 彩華 開志国際高1 74 (39、35) 上村 瑞穂 千葉学芸高2 78 (40、38) 116 韓 昌姫 杉並学院高2 90 (48、42)

乘富 結 拓殖大学紅陵高2 74 (39、35) 小内 愛美 印旛明誠高1 78 (39、39) 世良 莉香子 駒場学園高3 90 (45、45)

木村 夏海 JGAジュニア会員1 74 (39、35) 小澤 亜美 鹿島学園高2 78 (39、39) 118 丸岡 菜々絵 杉並学院高2 91 (50、41)

李 ソンジェ 東京韓国学校高1 74 (38、36) 村山 優花 開志国際高1 78 (39、39) 三部 紗季 拓殖大学紅陵高2 91 (45、46)

五十嵐 春佳 開志学園高3 74 (37、37) 79 木村 円 明秀学園日立高1 79 (42、37) 120 福田 桃花 鎌ヶ谷西高1 93 (47、46)

関 ほの花 昭和第一高1 74 (37、37) 星野 杏奈 堀越高1 79 (41、38) 121 小泉 摩奈 泉高2 94 (45、49)

津田 桃果 聖徳大学付属女子高2 74 (37、37) 中村 恵美 志学館高2 79 (40、39) 122 古川 晴野 拓殖大学紅陵高3 95 (50、45)

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権女子15歳～17歳の部関東1ブロック予選競技

茨城ゴルフ倶楽部・西コース( 6288Yards   Par 72 )
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