
2016年度（第22回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳～17歳の部
組合せおよびスタート時刻表 (参加者65名)

1st Tee 10th Tee
No. TIME 所属 No. TIME 所属

大林 奈央 兵庫県立網干高 2年 ★ 松原 由美 大阪学院大高 3年

瀬賀 百花 開志国際高 3年 後藤田 寧々 四国学大香川西高 3年

井戸川 奈摘 宮崎日大高 1年 大田 紗羅 東国大附昌平高 1年

西畑 萌香 日本ウェルネス高 3年 今 綾奈 埼玉平成高 3年

鶴岡 果恋 湘南学院高 2年 ★ 新垣 比菜 興南高 3年

澤田 知佳 ルネサンス大阪高 3年 福岡 靖菜 福井工大附福井高 3年

後藤 未有 沖学園高 1年 倉永 光里 大阪桐蔭高 2年

大西 菜生 四国学大香川西高 1年 小倉 ひまわり 日出高 3年

金原 梨里加 奈良育英高 2年 千葉 華 ルネサンス豊田高 2年

山口 すず夏 共立女子二高 1年 岩﨑 美紀 埼玉栄高 1年

中西 絵里奈 宮崎日大高 3年 澁澤 莉絵留 沖学園高 1年

山田 彩歩 札幌光星高 3年 薮田 梨花 大阪桐蔭高 1年

須江 唯加 岡山県作陽高 2年 安田 祐香 滝川第二高 1年

西村 優菜 大阪商大高 1年 浜崎 未来 島根県立宍道高 1年

菅沼 菜々 埼玉栄高 2年 髙橋 夏奈 埼玉平成高 2年

皆吉 愛寿香 神村学園高等部 1年 工藤 優海 麗澤高 3年

古江 彩佳 滝川第二高 1年 森田 就子 滝川第二高 2年

廣田 真優 堀越高 2年 臼井 麗香 日本ウェルネス高 3年

吉本 七海 福井工大附福井高 3年

木村 怜衣 東北高 2年 ★ 稲見 萌寧 日本ウェルネス高 2年

齋藤 若葉 安田学園高 1年 小祝 さくら 飛鳥未来高 3年

小貫 麗 熊本国府高 2年 大里 桃子 熊本国府高 3年

平塚 新夢 明秀学園日立高 2年 河本 結 松山聖陵高 3年

古家 翔香 代々木高 2年 ★ 佐渡山 理莉 沖縄県立名護高 1年

岸 紗也香 大阪学院大高 2年 植竹 希望 日出高 3年

石井 理緒 開志国際高 2年 澁野 日向子 岡山県作陽高 3年

久保田 さくら 東北高 2年 吉本 ひかる 滋賀短大附高 3年

中川 成美 福井工大附福井高 1年 小川 うらら 神港学園神港高 2年

原 英莉花 湘南学院高 3年 小滝 水音 明秀学園日立高 3年

新城 莉李亜 沖縄県立宜野座高 1年 阿部 未悠 第一学院高 1年

髙橋 彩華 開志国際高 3年 井上 瑠夏 神奈川県立厚木北高 1年

花渕 里帆 千葉学芸高 2年

白石 栞菜 東北高 3年

吉田 優利 麗澤高 1年

田中 瑞希 熊本国府高 3年

★はシード選手 競技委員長：吉村佐喜子

組合せ及びスタート時刻は欠席者のあった場合変更することがある。

参加を取り止めた場合は、必ず事前に（公財）日本ゴルフ協会（03-3566-0003）へ連絡すること。

競技当日の場合は、東京ゴルフ倶楽部（04-2953-9111）へ連絡すること。

1R1R選手名 選手名

第2ラウンド 2016年8月18日(木)
東京ゴルフ倶楽部(6457Yards/Par72)
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