
会場：

期日：
エントリー： 115名

出場： 111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 吉田 優利 麗澤中2 70 (35、35) 小林 芽以 足立第十中3 78 (37、41) 小崎 茜 八幡東中2 88 (42、46)

2 菅沼 菜々 立川第五中3 71 (35、36) 杉田 美紀 小金南中3 78 (36、42) 83 土屋 あゆ 八日市場第一中2 89 (48、41)

3 小西 遥 興津中2 72 (39、33) 43 久保 青空 麗澤中1 79 (42、37) 田島 凜 荒川中1 89 (44、45)

長野 未祈 麗澤中2 72 (35、37) 飯田 絵己 杉並学院中2 79 (41、38) 吉永 碧 浜松日体中2 89 (42、47)

5 堀越 心愛 麻生中1 73 (40、33) 山田 紗楽 城山中2 79 (40、39) 86 榊 梨衣 麗澤中2 90 (49、41)

竹本 梨奈 石山中2 73 (36、37) 山室 結衣 上祖師谷中2 79 (40、39) 三橋 優香 有秋中3 90 (46、44)

泉田 琴菜 葵中3 73 (36、37) 坂本 優菜 山田中1 79 (40、39) 高橋 藍菜 杉並学院中2 90 (43、47)

西野 桜 深沢中3 73 (35、38) 平野 愛子 杉並学院中3 79 (39、40) 89 岡元 葵 畑沢中3 91 (46、45)

9 曽雌 ひまり 犢橋中2 74 (38、36) 河村 奈央 巻西中3 79 (39、40) 田中 美佑 大椎中2 91 (45、46)

赤荻 瑠花 結城南中3 74 (38、36) 飯村 知紗 双葉台中1 79 (39、40) 91 山村 百音 日本大学第二中3 92 (52、40)

仲西 美波 服織中1 74 (37、37) 近藤 あみ 三条第三中3 79 (38、41) 岩切 彩萌 調布第五中3 92 (43、49)

古家 翔香 杉並学院中3 74 (37、37) 52 寒郡 にな 中台中3 80 (40、40) 前田 凪咲 新町中2 92 (43、49)

山崎 花音 燕北中2 74 (37、37) 桐原 愛奈 大島中1 80 (38、42) 94 西田 希穂 大泉桜学園中2 94 (48、46)

河野 杏奈 松沢中3 74 (36、38) 54 山崎 杏 中原中3 81 (43、38) 鈴木 桂花 貝塚中2 94 (47、47)

坂井 七菜 みつわ台中2 74 (36、38) 佐藤 真優 大網中1 81 (42、39) 平山 光優 多古中1 94 (46、48)

16 齋藤 若葉 渕江中2 75 (38、37) 今井 萌絵 茨城中1 81 (40、41) 森 紗也佳 実践女子学園中2 94 (45、49)

植竹 愛海 奥戸中2 75 (37、38) 関根 理央 杉並学院中3 81 (39、42) 98 佐藤 可奈子 大妻多摩中3 95 (47、48)

鎮守 愛佳 大和田中2 75 (37、38) 谷地 那南 筑波大学附属中1 81 (39、42) 寺村 朋花 若葉中1 95 (46、49)

中谷 鈴音 多古中3 75 (37、38) 佐々木 莉奈 岩間中3 81 (39、42) 100 賀 凛那 西池袋中1 98 (48、50)

石川 聖奈 新宿中2 75 (37、38) 笹川 翼 成城学園中3 81 (38、43) 横山 まい 聖徳大学付属女子中1 98 (48、50)

橋添 穂 山梨大学教育人間科学部附属中2 75 (36、39) 堀田 理紗子 田園調布雙葉中3 81 (38、43) 川村 真穂 成蹊中2 98 (46、52)

22 松岡 華 花園中2 76 (39、37) 62 小暮 広海 金ヶ作中2 82 (43、39) 103 田口 佳奈 日本大学三島中2 99 (53、46)

西郷 真央 麗澤中1 76 (39、37) 石澤 梨音 聖ヶ丘中3 82 (41、41) 104 松本 真衣 共立女子第二中2 100 (50、50)

縄田屋 ももか 武蔵野第二中1 76 (39、37) 藤森 未夕 杉並学院中2 82 (40、42) 山岸 小春 井荻中1 100 (47、53)

杉田 茉由 小金南中3 76 (38、38) 65 五通 莉奈 杉並学院中3 83 (43、40) 佐々木 梨緒 共立女子第二中2 100 (45、55)

羽藤 和奏 富里北中1 76 (35、41) 矢口 カンナ 下稲吉中1 83 (42、41) 107 三上 胡桃 聖徳大学附属女子中2 101 (51、50)

27 石山 朋佳 加曽利中2 77 (40、37) 筒井 美羽 小金井第二中2 83 (40、43) 108 大東 美智瑠 印旛中2 102 (54、48)

花渕 里帆 稲毛高等学校附属中3 77 (40、37) 大沢 芽衣 成蹊中3 83 (40、43) 109 渋谷 遥香 松戸第六中1 103 (51、52)

石澤 梨杏 聖ヶ丘中1 77 (38、39) 69 緑川 瑞玲 深川第二中2 84 (42、42) 110 三橋 夢香 有秋中1 107 (50、57)

西村 涼花 千城台南中2 77 (36、41) 岡田 莉奈 静岡北中3 84 (41、43) 111 都丸 梨央奈 四街道西中1 113 (53、60)

藤田 愛 柏第二中3 77 (36、41) 71 神谷 美緒 浜松西高等学校中等部中2 85 (45、40) 欠場 鴻野 祐菜 市川第四中3

32 赤荻 瑠那 結城南中3 78 (42、36) 田中 愛 瀬田中1 85 (43、42) 欠場 新谷 優香 成城学園中3

佐久間 夏美 友部第二中3 78 (40、38) 水戸 明里 寄居中2 85 (42、43) 欠場 三木 優奈 宮浦中3

永嶋 花音 東綾瀬中1 78 (40、38) 田口 遥麗 鹿島中3 85 (40、45) 欠場 高橋 佳世 頌栄女子学院中1

佐藤 優 黒川中3 78 (40、38) 75 山本 穂花 三鷹第一中1 86 (44、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 星野 優佳 水戸第二中2 86 (43、43)

遠藤 眞子 東部中2 78 (39、39) 飯島 向日葵 旭第二中1 86 (42、44)

宮本 夏実 石川中3 78 (39、39) 78 金野 優菜 杉並学院中2 87 (45、42)

板東 莉子 竜洋中3 78 (38、40) 夏堀 萌香 水戸第四中1 87 (44、43)

水野 円琳 杉並学院中1 78 (38、40) 須藤 麗 内原中3 87 (41、46)

潮田 羽来々 御前崎中1 78 (37、41) 81 大村 桃葉 曳馬中2 88 (47、41)

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権女子12歳～14歳の部関東1ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース( 6040Yards   Par 72 )
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