
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

飯村 知紗 砂川 翔子 郷田 杏奈 小林 彩音

日本大学③ 駒澤大学④ 立教大学③ 東海大学③

武内 里加子 大村 怜央奈 三澤 舞 白岩 花海

学習院大学② 日本大学③ 駒澤大学④ 立教大学③

大島 知佳 茂木 春佳 竹内 麗花 加園 美波

立教大学③ 学習院大学④ 日本大学③ 駒澤大学③

伊藤 藍月 高橋 幸 武石 真奈 谷 七穂

駒澤大学① 明治大学④ 学習院大学④ 日本大学③

中川 初音 宇田 紗彩 石川 聖奈 鈴木 日菜

日本大学③ 駒澤大学① 明治大学④ 学習院大学①

伊藤 花 廣瀬 樹乃 中村 友香 高木 美咲

東北福祉大学③ 学習院大学④ 駒澤大学② 明治大学③

井手 春花 内田 夢乃 宇佐美 彩華 野矢 彩華

早稲田大学③ 東北福祉大学③ 法政大学③ 青山学院大学②

三島 晏嬰 西川 果穂 木村 友香 石井 咲来

青山学院大学③ 早稲田大学① 東北福祉大学③ 法政大学②

北村 安理 森 遥香 能美 りのん 郡山 瞳

法政大学③ 青山学院大学③ 早稲田大学① 東北福祉大学③

大村 桃葉 榎本 杏果 岡野 千夏 山室 結衣

日本体育大学④ 法政大学① 中央大学① 大妻女子大学④

Angelina Gong Shiming 高橋 みさと 小澤 朱夏 萩永 さくら

慶應義塾大学② 日本体育大学④ 山梨学院大学③ 中央大学①

高田 菜桜 伊波川 彩名 遠藤 夢里 佐々木 愛

東京国際大学① 慶應義塾大学② 日本体育大学③ 東洋英和女学院大学②

廣澤 茉莉亜 齋藤 華音 安田 結 大竹 麻琴

日本女子大学④ 東京国際大学① 慶應義塾大学② 日本体育大学②

平野 汐奈 武田 真幸 松本 菜々子 平沼 美咲子

中央学院大学① 日本女子大学③ 東京国際大学③ 慶應義塾大学②

関戸 美月 川崎 琴里 南澤 莉佳子 倉田 天乃

慶應義塾大学① 中央学院大学② 東北学院大学③ 東京国際大学②

14 10:10

15 10:20

11 9:40
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文部科学大臣杯争奪第５回日本女子学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選

ロックコース　10月12日

ロックコース　【OUT → IN】

NO TIME



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

宮川 紗輝 平田 妃希 田村 伊織 中条 志保

駒澤大学② 日本大学③ 立教大学② 獨協大学③

木村 美霞 棚澤 恵梨 堀越 心愛 古川 愛弓

獨協大学③ 駒澤大学③ 日本大学③ 立教大学③

佐藤 理帆 宮城 愛実 鈴木 莉緒 山岸 小春

立教大学③ 獨協大学② 駒澤大学① 日本大学③

木村 彩夏 安田 満帆 結城 穂 髙橋 夢羽

日本大学② 明治大学③ 常磐大学④ 駒澤大学③

吉田 珠 櫻井 梨央 相場 彩那 桐原 愛奈

駒澤大学③ 日本大学① 明治大学② 常磐大学③

夏堀 萌香 島田 紗 松永 七海 亀川 美羽

常磐大学③ 東北福祉大学③ 日本大学② 明治大学①

村上 美空 渡邉 彩心 唐津 沙莉 金澤 里伊満

明治大学① 法政大学① 東北福祉大学② 常磐大学②

安那 亜沙 中村 珠莉香 片瀬 すず 斎藤 彩絵

専修大学③ 上智大学④ 法政大学② 東北福祉大学②

橋本 美月 芳賀 みのり 野矢 愛莉 佐々木 芽生

東北福祉大学② 専修大学① 上智大学① 法政大学①

島勝 ひなた 澤田 珠里 石川 恵美 楠 恵真

日本体育大学① 東北福祉大学① 法政大学② 専修大学①

重田 英菜 入江 京花 森田 輝 和田 陽

専修大学① 日本体育大学① 東京大学② 法政大学①

櫻井 理子 中間 千尋 翁長 咲弥 齊藤 美海

慶應義塾大学② 東京国際大学③ 日本体育大学② 東京大学②

斉藤 里奈 井上 星奈 井上 渚 大沢 祭

中央学院大学① 慶應義塾大学③ 東京国際大学④ 日本体育大学③

坂口 佳那 小林 愛奈 中村 咲 小崎 茜

成城大学② 中央学院大学② 慶應義塾大学③ 東京国際大学④

岸田 真衣奈 庭田 菜津季 浅野 瑞歩 布川 さくら

東京国際大学② 成城大学① 中央学院大学② 慶應義塾大学②
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文部科学大臣杯争奪第５回日本女子学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選

ロックコース　10月12日

ロックコース　【IN → OUT】

NO TIME
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