
会場：

期日：

エントリー： 65名

出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 窪田 沙羅 私立駿台甲府中・2 73 (36、37) 41 石井 柚妃 南房総市立千倉中・2 89 (46、43)

2 五月女 愛來 栃木市立東陽中・2 75 (38、37) 42 諸徳寺 美玖 香取市立小見川中・2 89 (42、47)

3 荻原 すいみ 私立本庄第一中・1 76 (39、37) 43 下村 日曜子 私立埼玉栄中・3 89 (42、47)

44 畠山 みくる 大和市立つきみ野中・1 90 (46、44)

4 竹丸 理世 習志野市立第一中・1 77 (38、39) 45 大森 未来 栃木市立西方中・2 91 (47、44)

5 長峰 真央 千葉市立貝塚中・1 78 (42、36) 46 川原 莉緒 大田区立大森第十中・2 91 (46、45)

6 佐藤 彩葉 私立埼玉栄中・2 79 (40、39) 47 恩田 千恵 白井市立大山口中・2 91 (46、45)

7 眞木 渚 私立立志学館中・1 79 (39、40) 48 岡田 麻愛 藤沢市立藤ヶ岡中・1 92 (45、47)

8 髙橋 璃愛 新座市立第二中・2 80 (40、40) 49 浪江 彩名 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中・2 92 (44、48)

9 仁科 優花 千葉市立白井中・1 80 (39、41) 50 下原 あおい 入間市立藤沢中・2 93 (47、46)

10 荒木 結衣 私立香蘭女学校中・2 80 (39、41) 51 石塚 絢海 柏市立光ヶ丘中・1 93 (43、50)

11 人見 陽乃亜 下妻市立千代川中・2 80 (38、42) 52 永谷 葉 私立法政大学中・2 94 (51、43)

12 三神 凛果 松戸市立第四中・1 81 (41、40) 53 新井 小桃 大田区立東蒲中・3 94 (41、53)

13 鈴木 みなみ 私立山梨学院中・2 81 (41、40) 54 大野 柚果 横浜市立中川西中・2 96 (45、51)

14 永井 夢亜 御宿町立御宿中・1 82 (41、41) 55 染宮 凛々子 私立西武学園文理中・1 99 (51、48)

15 二渡 行夏 栃木県立佐野高附属中・3 82 (41、41) 56 山崎 はな 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中・1 99 (48、51)

16 三浦 百枝 飯綱町立飯綱中・2 82 (40、42) 57 田中 桜愛 長生村立長生中・2 100 (48、52)

17 渡辺 咲香 水戸市立双葉台中・3 82 (39、43) 58 篠原 清葉 市原市立五井中・1 102 (50、52)

18 高村 仁香 私立森村学園中・2 83 (39、44) 59 村田 朋香 私立文教大付属中・2 106 (53、53)

19 鈴木 ひなの 山武市立山武望洋中・2 83 (39、44) 60 大友 花音 船橋市立御滝中・1 109 (53、56)

20 黒田 昊 三郷市立北中・3 84 (43、41) 失格 鈴木 絵里加 浦安市市立明海中・3

21 浅田 彩七 上田市立第四中・3 84 (42、42) 棄権 太田 瞳 私立明大中野八王子中・3

22 富澤 希実 所沢市立狭山ヶ丘中・2 85 (46、39) 欠場 宮内 里緒 佐倉市立南部中・3

23 岡部 ゆい 川口市立十二月田中・3 85 (44、41) 欠場 佐野 心春 私立昭和女子大附属中・1

24 芳賀 恵夏 相模原市立東林中・3 85 (42、43) 欠場 須永 さくら 桐生市立広沢中・2

25 國吉 愛良 千葉市立松ケ丘中・3 85 (42、43)

26 片岡 愛彩 芳賀町立芳賀中・3 85 (42、43)

27 髙橋 彩夢 浦安市立日の出中・1 85 (41、44)

28 永石 杏奈 船橋市立若松中・3 85 (39、46)

29 清藤 羽琉 市原市立ちはら台西中・2 85 (39、46)

30 廣野 里彩 私立本庄東高附属中・2 86 (44、42)

31 西本 真優 私立埼玉栄中・1 86 (43、43)

32 黒須 愛生 宇都宮市立一条中・1 86 (42、44)

33 菅澤 莉那 香取市立小見川中・2 86 (40、46)

34 髙橋 美琴 私立日大第一中・2 87 (43、44)

35 河野 海来 守谷市立愛宕中・2 87 (43、44)

36 矢島 明日翔 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中・3 87 (43、44)

37 西脇 優衣 小千谷市立小千谷中・1 88 (46、42)

38 近藤 愛 柏市立逆井中・1 88 (44、44)

39 仁王 陽菜 私立麗澤中・3 88 (42、46)

40 遠藤 美空 相模原市立新町中・2 88 (41、47)

富里ゴルフ倶楽部( 6,362Yards   Par 72 )

8月18日(木)

2022年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　女子12～14歳の部

以上、2023年関東女子予選出場有資格選手 


