
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

若月　杏奈 唐澤　　結 上升　美穂

聖心女子大学③ 聖心女子大学② 聖心女子大学②

鈴木　茉里奈 佐田　菜摘 宮本　沙理

獨協大学② 駿河台大学① 上智大学②

郡司　桃果 須藤　　麗 宮本　夏実

常磐大学③ 常磐大学① 常磐大学①

稲岡　　栞 伊藤　柚子 武田　桜子

青山学院大学③ 青山学院大学③ 青山学院大学②

島崎　　夢 荻野　晴海 千葉　雪乃

山梨学院大学① 山梨学院大学② 山梨学院大学②

山崎　虹歩 原　芽ぐみ 芹川　真海 加賀　夏実

山梨学院大学④ 山梨学院大学② 駒澤大学④ 駒澤大学③

前田　聖美 平井　美咲 甲斐　愛美

駒澤大学③ 駒澤大学② 駒澤大学②

志賀　　茜 吉田　莉生 近藤　あみ 伊藤　きらら

駒澤大学① 駒澤大学① 駒澤大学① 駒澤大学①

清水　日奈 増田　七海 木村　祐美

早稲田大学③ 早稲田大学③ 早稲田大学②

深谷　琴乃 柏木　瑠美 澤　　眞子 松尾　　奏

早稲田大学② 早稲田大学① 早稲田大学① 早稲田大学①

荻野　遥香 生田　博子 木村　有花 武井　遼子

慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③

阿見 敦美 小俣　美岬 田邉　美莉

日本大学④ 日本大学④ 日本大学④

本田　瑞稀 磯井　玲那 田中　のどか

日本大学④ 日本大学③ 日本大学③

伊藤　歩 比嘉　瑞姫 平野　愛子

日本大学① 日本大学① 日本大学①

中田　樹乃 横山　稀理 大石　彩未 鈴木　磨夜

日本大学③ 日本大学③ 日本大学② 日本大学②

後藤　ひなの 永井　晴菜 星野　杏奈 谷口　瑠梨

日本大学② 日本大学② 日本大学② 日本大学②

橋添　恵 鈴木　カンナ 青柳　果恋 田中　梨奈

明治大学④ 明治大学③ 明治大学③ 明治大学②

手川　美佳 花渕　里帆 佐藤　可奈子 雨宮　梨乃

明治大学② 明治大学① 明治大学① 明治大学②

10 8:42

14 9:14

15 9:22

16 9:30

11 8:50

12 8:58

13 9:06
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第21回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権関東地区予選会
練習ラウンド　10月1日

OUT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西・ブルー

NO TIME

8 8:26

9 8:34

5 8:02

6 8:10

7 8:18

2 7:38

3 7:46

4 7:54

1 7:30

9:38

18 9:46



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

黒川　莉奈子 石神　りか子 瀬口　　夏

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学③

藤江　理紗 水村　友利乃 安孫子　美央

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学②

相澤　悠莉 矢口　愛理 金田　江利子

専修大学④ 専修大学③ 専修大学②

笠井　紗夏 浅見　優華 諸橋　愛奈

専修大学② 専修大学② 専修大学①

徳光　里菜 大島　桃果 佐伯　響子 林　　優里

専修大学① 専修大学① 専修大学① 専修大学①

石井　友梨 苅部　未歩 樋口　璃乃

東北福祉大学④ 東北福祉大学③ 東北福祉大学③

藤田　桃香 黒田　光理 佐久間　梨々子 平井　理紗子

東北福祉大学③ 東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学②

松浦　美侑 三浦　菜緒 向井　七海 和田　優歩

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学① 東北福祉大学①

渡慶次　莉子 後藤　玲来 秋川　楓花

東京国際大学④ 東京国際大学③ 東京国際大学②

原田　瑠璃南 張　仕璐 香川　安曇 関根　理央

東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学① 東京国際大学①

松崎　麻矢 小川　夕月 野口　恵美

法政大学④ 法政大学③ 法政大学③

押田　千菜実 鈴木　千晴 脇山　佳連

法政大学② 法政大学② 法政大学③

髙橋　夏奈 鞍田　夏紀 矢作　紗香 山崎　　杏

法政大学① 法政大学① 法政大学② 法政大学①

西村　寧々 高坂　綾乃 山口　晶子 山口　生楽

成城大学③ 成城大学③ 東京大学④ 東京大学③

尾崎　りお 松原　亜美 岡地　里香 西村　あすみ

日本体育大学④ 日本体育大学② 日本体育大学② 日本体育大学②

阿部　萌 立石　胡芭留 冨永　くるみ 小森　　渚

日本体育大学③ 日本体育大学③ 日本体育大学④ 日本体育大学③

田中　梨菜 黒崎　雅稀 乗竹　美帆 小山　夏海

日本体育大学④ 日本体育大学① 日本体育大学③ 日本体育大学②
17 9:38

11 8:50

7:46

4 7:54

NO TIME

1 7:30

2 7:38

3
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5 8:02

6 8:10

7 8:18

12 8:58

13 9:06

8 8:26

9 8:34

10 8:42

9:14

9:22
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16 9:30



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

木村　有花 伊藤　歩 佐田　菜摘

慶應義塾大学③ 日本大学① 駿河台大学①

山口　晶子 武井　遼子 比嘉　瑞姫

東京大学④ 慶應義塾大学③ 日本大学①

平野　愛子 宮本　沙理 柏木　瑠美

日本大学① 上智大学② 早稲田大学①

増田　七海 中田　樹乃 山口　生楽

早稲田大学③ 日本大学③ 東京大学③

川野　美穂 松尾　　奏 横山　稀理

明治大学④ 早稲田大学① 日本大学③

田中　のどか 橋添　恵 黒田　光理

日本大学③ 明治大学④ 東北福祉大学②

藤田　桃香 小俣　美岬 鈴木　カンナ

東北福祉大学③ 日本大学④ 明治大学③

青柳　果恋 苅部　未歩 永井　晴菜

明治大学③ 東北福祉大学③ 日本大学②

野口　恵美 芹川　真海 石井　友梨

法政大学③ 駒澤大学④ 東北福祉大学④

樋口　璃乃 髙橋　夏奈 平井　美咲

東北福祉大学③ 法政大学① 駒澤大学②

前田　聖美 乗竹　美帆 鞍田　夏紀

駒澤大学③ 日本体育大学③ 法政大学①

山崎　　杏 若月　杏奈 小山　夏海

法政大学① 聖心女子大学③ 日本体育大学②

松原　亜美 松崎　麻矢 神谷　真奈

日本体育大学② 法政大学④ 聖心女子大学②

上升　美穂 阿部　萌 林　　優里

聖心女子大学② 日本体育大学③ 専修大学①

徳光　里菜 唐澤　　結 冨永　くるみ

専修大学① 聖心女子大学② 日本体育大学④

黒崎　雅稀 笠井　紗夏 郡司　桃果

日本体育大学① 専修大学② 常磐大学③

宮本　夏実 山崎　虹歩 矢口　愛理

常磐大学① 山梨学院大学④ 専修大学③

佐伯　響子 須藤　　麗 荻野　晴海

専修大学① 常磐大学① 山梨学院大学②

千葉　雪乃 藤江　理紗 秋川　楓花

山梨学院大学② 学習院大学③ 東京国際大学②

張　仕璐 原　芽ぐみ 水村　友利乃

東京国際大学② 山梨学院大学② 学習院大学③

安孫子　美央 原田　瑠璃南 島崎　　夢

学習院大学② 東京国際大学③ 山梨学院大学①
21 10:10

8:34

8:42

8:50

TIME

7:30

7:38

7:46

7:54

8:02

8:10

8:18

8:26

試合日　10月2日

OUT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西・ブルー
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氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数 大学名・登録年数

荻野　遥香 磯井　玲那 高坂　綾乃

慶應義塾大学③ 日本大学③ 成城大学③

西村　寧々 生田　博子 田邉　美莉

成城大学③ 慶應義塾大学③ 日本大学④

阿見 敦美 羽仁　薫子 澤　　眞子

日本大学④ 獨協大学④ 早稲田大学①

清水　日奈 谷口　瑠梨 鈴木　茉里奈

早稲田大学③ 日本大学② 獨協大学②

佐藤　可奈子 深谷　琴乃 後藤　ひなの

明治大学① 早稲田大学② 日本大学②

星野　杏奈 花渕　里帆 木村　祐美

日本大学② 明治大学① 早稲田大学②

佐久間　梨々子 本田　瑞稀 田中　梨奈

東北福祉大学② 日本大学④ 明治大学②

雨宮　梨乃 向井　七海 大石　彩未

明治大学② 東北福祉大学① 日本大学②

鈴木　磨夜 手川　美佳 平井　理紗子

日本大学② 明治大学② 東北福祉大学②

三浦　菜緒 鈴木　千晴 伊藤　きらら

東北福祉大学② 法政大学② 駒澤大学①

吉田　莉生 和田　優歩 小川　夕月

駒澤大学① 東北福祉大学① 法政大学③

矢作　紗香 加賀　夏実 松浦　美侑

法政大学② 駒澤大学③ 東北福祉大学②

田中　梨菜 高野　彩夏 志賀　　茜

日本体育大学④ 法政大学④ 駒澤大学①

近藤　あみ 立石　胡芭留 脇山　佳連

駒澤大学① 日本体育大学③ 法政大学③

押田　千菜実 甲斐　愛美 小森　　渚

法政大学② 駒澤大学② 日本体育大学③

岡地　里香 金田　江利子 香川　安曇

日本体育大学② 専修大学② 東京国際大学①

後藤　玲来 尾崎　りお 大島　桃果

東京国際大学③ 日本体育大学④ 専修大学①

相澤　悠莉 稲岡　　栞 西村　あすみ

専修大学④ 青山学院大学③ 日本体育大学②

瀬口　　夏 諸橋　愛奈 渡慶次　莉子

学習院大学③ 専修大学① 東京国際大学④

伊藤　柚子 黒川　莉奈子 浅見　優華

青山学院大学③ 学習院大学③ 専修大学②

関根　理央 武田　桜子 石神　りか子

東京国際大学① 青山学院大学② 学習院大学③
21 10:10

16 9:30

17 9:38

18 9:46

19 9:54

20 10:02

IN

13 9:06

14 9:14

15 9:22

9 8:34

10 8:42

5 8:02

6 8:10

7 8:18

8 8:26

1

2

3

4

TIME

7:30

7:38

7:46

11 8:50

12 8:58

7:54

NO







　


