
期　　日：平成２９年５月６日（土）、７日（日）
会　　場：那須野ヶ原カントリークラブ
出場者数：女子１８６名

ＯＵＴ（那須）よりスタート ＩＮ（那珂川）よりスタート

組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース 組 時間 氏　名 予選出場コース

佐藤　有仁加 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 小野寺　緑 千葉よみうり

廣岡　絵美理 朝霞 寒郡　ひな 八千代

伏見　有栞 昭和の森 山本　優子 朝霞

伊藤　藍月 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 山室　結衣 霞南

夏山　ルイ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 橋添　穂 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 植竹　愛海 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 岡田　美智子 霞南

牧野　美花 朝霞 吉田　珠 朝霞 小甲　奈花 朝霞 後藤　玲来 朝霞

新田　祐美菜 八千代 今井　香蓮 三井の森 伏見　春香 昭和の森 皆川　三代子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

小池　真央 三井の森 柴田　莉奈 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 早川　菜々海 三井の森 鈴木　桂花 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

桑村　美穂 市原・市原 高橋　美羽 那須野ヶ原 石川　茉友夏 新玉村 高橋　佑果 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

岩切　彩萌 朝霞 吉田　莉生 紫あやめ36 菊地　彩香 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 緑川　瑞玲 朝霞

浅野　咲希 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 藤森　未夕 昭和の森 陣内　久美子 紫あやめ36 杉田　茉由 那須野ヶ原

遠山　聡子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 赤荻　瑠那 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 佐藤　真優 那須野ヶ原 原田　瑠璃南 霞南

杉田　美紀 那須野ヶ原 吉田　優利 シード・八千代 遠藤　吏紗 那須野ヶ原 桑山　紗月 シード・八千代

石川　聖奈 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 中澤　瑠来 朝霞 若月　優衣 新玉村 石坂　翔子 昭和の森

矢口　愛理 昭和の森 坂本　萌 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 菊地　広恵 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 持田　奈穂 朝霞

久保　青空 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 富田　奈都 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 郡司　玲奈 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 山村　百音 三井の森

岩井　千怜 新玉村 嬉野　由 市原・市原 小林　夢果 朝霞 星野　瑠菜 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

渡邉　薫 朝霞 平野　愛子 朝霞 鈴木　佐知子 市原・市原 齋藤　華音 朝霞

吉澤　柚月 霞南 飯田　絵己 霞南 伊波川　彩名 霞南 赤荻　瑠花 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

田中　美佑 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 菅野　あゆみ 那須野ヶ原 相場　彩那 那須野ヶ原 鈴木　郁子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

和久井　麻由 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 岩井　明愛 新玉村 櫻井　見音 新玉村 吉川　くるみ 那須野ヶ原

篠崎　葵 朝霞 吉野　早紀 紫あやめ36 今井　瑞穂 三井の森 長嶋　紗也乃 朝霞

薄井　香澄 那須野ヶ原 高木　りおん 那須野ヶ原 木村　美霞 朝霞 近藤　あみ 新玉村

成田　月奈 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 池羽　陽向 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 前田　眞智子 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 西郷　真央 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

佐久間　朱莉 那須野ヶ原 河村　来未 シード・那須野ヶ原 関根　理央 紫あやめ36 小林　千夏 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

井上　渚 朝霞 六車　日那乃 朝霞 夏堀　萌香 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 丸岡　菜々絵 朝霞

小林　亜美 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 大島　桃果 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 御子柴　千津 昭和の森 仁科　理恵 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

山崎　珠杏 新玉村 蛭間　帆海 八千代 齋藤　愛美 古河ＧＬ 露木　直子 千葉よみうり

勝見　梓 古河ＧＬ 櫻井　靖子 古河ＧＬ 高橋　幸 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 田口　遥麗 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

鎮守　愛佳 八千代 中島　彩 朝霞 郡司　桃果 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 髙橋　夏奈 朝霞

西田　希穂 朝霞 木村　朱夢 紫あやめ36 三上　胡桃 千葉よみうり 宮部　樹理 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

大塚　真由 三井の森 三枝　こころ 八千代 五月女　栞雛 那須野ヶ原 渡辺　さくら 霞南

阿部　未来 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 谷口　瑠梨 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 原田　萌子 市原・市原 小倉　京子 古河ＧＬ

大島　瑠々海 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 新藤　励 新玉村 佐藤　安純 朝霞 山内　朱美 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

石川　涼夏 新玉村 宮間　あおい 市原・市原 宮治　春佳 三井の森 田中　愛 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

林　絵理子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 田中　聖子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 齋藤　杏佳 新玉村 武井　千佳 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

花田　華梨 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 高橋　采未 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 古家　翔香 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 土屋　あゆ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

遠藤　まりの 朝霞 田中　櫻子 朝霞 縄田屋　ももか 朝霞 吉田　希 朝霞

杉本　眞弓 昭和の森 山崎　杏 八千代 志賀　咲月 紫あやめ36 乙部　桂子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

菊地　美優 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 筒井　美羽 那須野ヶ原 鈴木　愛佳 那須野ヶ原

中谷　鈴音 千葉よみうり 羽藤　和奏 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 小崎　茜 市原・市原

三澤　舞 市原・市原 矢野　裕美 古河ＧＬ 森本　天 那須野ヶ原

坂井　留奈 朝霞 山下　ユナ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 岡田　かおり 八千代

坂西　涼 三井の森 和田　佳子 霞南

常　文恵 紫あやめ36 松岡　華 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原

長谷川　浩子 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 渡慶次　莉子 朝霞

横山　珠々奈 那須野ヶ原 新居見　美補子 三井の森

山村　真鈴 三井の森 長南　ひかる ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

西村　涼花 八千代 半田　真彩 千葉よみうり

松本　真衣 昭和の森 吉田　鈴 八千代

宮本　美帆子 三井の森 澄川　愛 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

長倉　加奈 那須野ヶ原 小掛　稀友 朝霞

岩崎　美紀 朝霞 寒郡　にな 八千代

山口　真美子 千葉よみうり 氏原　里彩 昭和の森

水戸　明里 新玉村 榊　梨衣 紫あやめ36

和山　明美 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 谷口　槙梨 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ
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