
氏名 氏名 氏名
大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年
小林　瑞季 高野あかり 松﨑　麻矢
法政大学④ 法政大学④ 法政大学③
脇山　佳連 小川　夕月 野口　恵美
法政大学② 法政大学② 法政大学②
鈴木　千晴 矢作　紗香 宮本　沙理
法政大学① 法政大学① 上智大学①
丹野　寧々 永田　萌夏 知念　梨沙

中央学院大学④ 中央学院大学③ 中央学院大学④
津田　桃果 廣田　美優 関　ほの花

中央学院大学② 中央学院大学④ 中央学院大学①
泉谷　若菜 田中　友理奈 橋添　恵
明治大学④ 明治大学④ 明治大学③
関野　愛美 青野　紗也 田中　梨奈
明治大学① 明治大学① 明治大学①
星野　杏奈 金岡　杏実 高橋　和華
日本大学① 日本大学① 日本大学④
小俣　美岬 田邉　美莉 本田　瑞稀
日本大学③ 日本大学③ 日本大学③
田中　のどか 森　　はな 浅見　優華
日本大学② 日本大学① 専修大学①

氏名 氏名 氏名
大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年
下室　舞弥 髙久　ゆうな

東北福祉大学④ 東北福祉大学③
藤田　桃香 樋口　璃乃 小西　瑞穂

東北福祉大学② 東北福祉大学② 東北福祉大学①
佐久間　梨々子 白石　栞菜 中川　月奈
東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①
松浦　美侑 三浦　菜緒 黒田　光理

東北福祉大学① 東北福祉大学① 東北福祉大学①
松原　由幸 田中　祐姫 阿部　萌

日本体育大学④ 日本体育大学③ 日本体育大学②
河本　結 木村　　円 岡地　里香

日本体育大学① 日本体育大学① 日本体育大学①
渡慶次　莉子 後藤　玲来 原田　瑠璃南

東京国際大学③ 東京国際大学② 東京国際大学①
松原　亜美 黒川　莉奈子 原　芽ぐみ

日本体育大学① 学習院大学② 山梨学院大学①
加賀　夏実 前田　聖美 平井　美咲
駒澤大学② 駒澤大学② 駒澤大学①
若月　杏奈 古川　佳奈 清水　日奈

聖心女子大学② 聖心女子大学③ 早稲田大学②
10 9:03

8 8:49

9 8:56

5 8:28

6 8:35

7 8:42

2 8:07

3 8:14

4 8:21

IN-OUT

NO TIME

1 8:00

8 8:49

9 8:56

10

8:14

4 8:21

9:03

5 8:28

6 8:35

7 8:42

第５５回関東女子学生ゴルフ選手権　指定練習日【８月７日（月）】組み合わせ

OUT-IN

NO TIME

1 8:00

2 8:07

3



氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

平井　美咲 黒田　光理 浅見　優華

駒澤大学① 東北福祉大学① 専修大学①

関　ほの花 前田　聖美 三浦　菜緒

中央学院大学① 駒澤大学② 東北福祉大学①

松浦　美侑 知念　梨沙 加賀　夏実

東北福祉大学① 中央学院大学④ 駒澤大学

関野　愛美 中川　月奈 廣田　美優

明治大学① 東北福祉大学① 中央学院大学④

永田　萌夏 泉谷　若菜 小西　瑞穂

中央学院大学③ 明治大学④ 東北福祉大学①

白石　栞菜 丹野　寧々 田中　梨奈

東北福祉大学① 中央学院大学④ 明治大学①

青野　紗也 佐久間　梨々子 津田　桃果

明治大学① 東北福祉大学① 中央学院大学②

鈴木　千晴 田中　友理奈 下室　舞弥

法政大学① 明治大学④ 東北福祉大学④

髙久　ゆうな 矢作　紗香 橋添　恵

東北福祉大学③ 法政大学① 明治大学③

星野　杏奈 樋口　璃乃 野口　恵美

日本大学① 東北福祉大学② 法政大学②

松﨑　麻矢 金岡　杏実 藤田　桃香

法政大学③ 日本大学① 東北福祉大学②

河本　結 高野あかり 高橋　和華

日本体育大学① 法政大学④ 日本大学④

小俣　美岬 木村　　円 小林　瑞季

日本大学③ 日本体育大学① 法政大学④

脇山　佳連 田邉　美莉 岡地　里香

法政大学② 日本大学③ 日本体育大学①

松原　亜美 小川　夕月 本田　瑞稀

日本体育大学① 法政大学② 日本大学③

田中　のどか 田中　祐姫 清水　日奈

日本大学② 日本体育大学③ 早稲田大学②

原　芽ぐみ 森　　はな 松原　由幸

山梨学院大学① 日本大学① 日本体育大学④

阿部　萌 山口　晶子 渡慶次　莉子

日本体育大学② 東京大学③ 東京国際大学③

原田　瑠璃南 若月　杏奈 黒川　莉奈子

東京国際大学① 聖心女子大学② 学習院大学②

宮本　沙理 後藤　玲来 古川　佳奈

上智大学① 東京国際大学② 聖心女子大学③

19 9:45

20 9:52

16 9:24

17 9:31

18 9:38

13 9:03

14 9:10

15 9:17

10 8:42

11 8:49

12 8:56

7 8:21

8 8:28

9 8:35

4 8:00

5 8:07

6 8:14

1 7:39

2 7:46

3 7:53

第５５回関東女子学生ゴルフ選手権　1日目【８月８日（火）】組み合わせ

OUTーIN

NO TIME



氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

宮本　沙理 後藤　玲来 古川　佳奈

上智大学① 東京国際大学② 聖心女子大学③

原田　瑠璃南 若月　杏奈 黒川　莉奈子

東京国際大学① 聖心女子大学② 学習院大学②

阿部　萌 山口　晶子 渡慶次　莉子

日本体育大学② 東京大学③ 東京国際大学③

原　芽ぐみ 森　　はな 松原　由幸

山梨学院大学① 日本大学① 日本体育大学④

田中　のどか 田中　祐姫 清水　日奈

日本大学② 日本体育大学③ 早稲田大学②

松原　亜美 小川　夕月 本田　瑞稀

日本体育大学① 法政大学② 日本大学③

脇山　佳連 田邉　美莉 岡地　里香

法政大学② 日本大学③ 日本体育大学①

小俣　美岬 木村　　円 小林　瑞季

日本大学③ 日本体育大学① 法政大学④

河本　結 高野あかり 高橋　和華

日本体育大学① 法政大学④ 日本大学④

松﨑　麻矢 金岡　杏実 藤田　桃香

法政大学③ 日本大学① 東北福祉大学②

星野　杏奈 樋口　璃乃 野口　恵美

日本大学① 東北福祉大学② 法政大学②

髙久　ゆうな 矢作　紗香 橋添　恵

東北福祉大学③ 法政大学① 明治大学③

鈴木　千晴 田中　友理奈 下室　舞弥

法政大学① 明治大学④ 東北福祉大学④

青野　紗也 佐久間　梨々子 津田　桃果

明治大学① 東北福祉大学① 中央学院大学②

白石　栞菜 丹野　寧々 田中　梨奈

東北福祉大学① 中央学院大学④ 明治大学①

永田　萌夏 泉谷　若菜 小西　瑞穂

中央学院大学③ 明治大学④ 東北福祉大学①

関野　愛美 中川　月奈 廣田　美優

明治大学① 東北福祉大学① 中央学院大学④

松浦　美侑 知念　梨沙 加賀　夏実

東北福祉大学① 中央学院大学④ 駒澤大学

関　ほの花 前田　聖美 三浦　菜緒

中央学院大学① 駒澤大学② 東北福祉大学①

平井　美咲 黒田　光理 浅見　優華

駒澤大学① 東北福祉大学① 専修大学①

19 9:45

12 8:56

13

20 9:52

15 9:17

16 9:24

17 9:31

18 9:38

9:03

14 9:10

9 8:35

10 8:42

11 8:49

6 8:14

7 8:21

8 8:28

3 7:53

4 8:00

5 8:07

NO TIME

1 7:39

2 7:46

OUTーIN

第５５回関東女子学生ゴルフ選手権　２日目【８月９日（水）】組み合わせ



　


