
第25回群馬県ジュニアゴルフ選手権(兼)関東ジュニアゴルフ選手権群馬県予選第25回群馬県ジュニアゴルフ選手権(兼)関東ジュニアゴルフ選手権群馬県予選第25回群馬県ジュニアゴルフ選手権(兼)関東ジュニアゴルフ選手権群馬県予選第25回群馬県ジュニアゴルフ選手権(兼)関東ジュニアゴルフ選手権群馬県予選

期　日：平成２５年６月９日（日）

会　場：ベルエアカントリークラブ

■ 高校生男子の部：エントリー １３名高校生男子の部：エントリー １３名高校生男子の部：エントリー １３名高校生男子の部：エントリー １３名 ■ 中学生男子の部：エントリー 1０名中学生男子の部：エントリー 1０名中学生男子の部：エントリー 1０名中学生男子の部：エントリー 1０名

ﾗﾝｸ 名　　前 ﾗﾝｸ 名　　前

1 永井　　源 伊勢崎 73737373 （33 ，40） 1 加藤　徳明 榛東 78787878 （39 ，39）

2 橋本　竜摩※ 伊勢崎 74747474 （37 ，37） 2 三原　大輝 高崎 82828282 （39 ，43）

3 澁澤　克海※ 太田 75757575 （37 ，38） 岡部　雄斗 伊勢崎 82828282 （37 ，45）

4 恩田　拓哉※ 館林 76767676 （42 ，34） 4 山岸　宥喜 高崎 84848484 （47 ，37）

園部　　潤 埼玉 76767676 （38 ，38） 持田　哲平※ 高崎 84848484 （41 ，43）

川端　健太 伊勢崎 76767676 （38 ，38） 6 長野　京介 千代田 85858585 （43 ，42）

7 新藤　　冴 桐生 79797979 （40 ，39） 7 中曽根　豪 高崎 91919191 （43 ，48）

8 久保　侑也 前橋 80808080 （37 ，43） 8 深田　将之介 大泉 94949494 （47 ，47）

9 石川　雄姿 伊勢崎 84848484 （42 ，42） 9 田村　律起 高崎 102102102102 （51 ，51）

10 中川　篤史 前橋 91919191 （45 ，46） 10 中山　亮河 前橋 104104104104 （51 ，53）

11 吉田　拓矢 渋川 92929292 （44 ，48）

12 松本　　拓 安中 97979797 （48 ，49）

13 中島　翔平 前橋 111111111111 （55 ，56）

■ 高校生女子の部：エントリー ８名高校生女子の部：エントリー ８名高校生女子の部：エントリー ８名高校生女子の部：エントリー ８名 ■ 中学生女子の部：エントリー 1３名中学生女子の部：エントリー 1３名中学生女子の部：エントリー 1３名中学生女子の部：エントリー 1３名

ﾗﾝｸ 名　　前 ﾗﾝｸ 名　　前

1 大出　瑞月 館林 68686868 （34 ，34） 1 新藤　　励 桐生 68686868 （36 ，32）

2 桑原　　萌 前橋 70707070 （34 ，36） 2 山口　実夢 伊勢崎 71717171 （35 ，36）

3 吹田　佳央理 安中 77777777 （40 ，37） 3 今井　香蓮 伊勢崎 72727272 （35 ，37）

4 井上　侑美 前橋 78787878 （40 ，38） 4 澁澤　莉絵留 太田 76767676 （37 ，39）

5 持田　奈穂 高崎 79797979 （40 ，39） 5 岡　　和泉 高崎 77777777 （39 ，38）

6 小林　星佳 伊勢崎 83838383 （39 ，44） 6 村田　明日香 高崎 78787878 （39 ，39）

7 高瀬　瑞穂 板倉 91919191 （45 ，46） 7 石川　茉友夏 吉岡 80808080 （41 ，39）

8 丸山　夏季 みどり 94949494 （45 ，49） 8 若月　優衣 前橋 83838383 （43 ，40）

松岡　あかり 渋川 83838383 （41 ，42）

※印は関東予選不参加。群馬県Jr選手権のみ。 10 石川　涼夏 吉岡 84848484 （42 ，42）

11 田中　友梨 高崎 87878787 （45 ，42）

（決勝） 12 永井　りこ 伊勢崎 91919191 （50 ，41）

男子 ：　7月31日(水)８月1日(木)2日(金) 13 三瓶　友花 伊勢崎 失格

  　袖ヶ浦カンツリークラブ

女子 ：　7月31日(水)８月1日(木)2日(金)

  　千葉カントリークラブ

スコア スコア

スコア スコア


