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<インスタート> <インスタート>

∇12歳～18歳女子の部（6,082ヤード、パー72） ∇12歳～18歳女子の部（6,082ヤード、パー72）

組 時間 氏名 １Ｒ 運転手 組 時間 氏名 １Ｒ 運転手

羽田野陽香 中学 ① 東京都 94 澤田　麻依 高校 ③ 東京都 76

間中　鈴子 中学 ② 茨城県 94 成田　瑛麻 高校 ① 東京都 76

菊田　ひな 中学 ① 香川県 89 吉﨑マーナ 中学 ① 沖縄県 76

花城　来香 中学 ③ 沖縄県 89 高橋　美羽 高校 ③ 新潟県 76

井上　葵姫 中学 ③ 千葉県 88 青山　　緑 高校 ② 愛知県 76

伊藤　愛華 中学 ① 東京都 87 榎本　杏果 高校 ② 東京都 75

名嘉　千尋 高校 ③ 沖縄県 87 勝田　花菜 中学 ② 東京都 75

金谷　一希 中学 ② 愛知県 87 小宮　千鶴 中学 ③ 愛知県 74

楠　　恵真 高校 ② 神奈川県 86 倉林　　紅 中学 ③ 宮城県 74

鈴木　らら 中学 ③ 愛知県 86 早川　夏未 高校 ③ 東京都 73

伊佐　美音 高校 ① 沖縄県 86 飯島　早織 中学 ③ 茨城県 72

秋葉　怜奈 高校 ① 山形県 85 藤井　美羽 高校 ① 愛知県 69

川畑　　萌 高校 ① 埼玉県 84

中嶋　月葉 中学 ① 兵庫県 83 ∇10歳・11歳男子の部（5,442ヤード、パー72）

渡辺　世奈 高校 ① 千葉県 83 組 時間 氏名 運転手

平尾　　遥 中学 ③ 東京都 83

田口　蘭名 高校 ③ 香川県 83 川口　晃佑 男子 ⑥ 滋賀県

須藤みかな 中学 ① 千葉県 83 水沼　勇太 男子 ⑥ 栃木県

堀川　雪花 高校 ① 静岡県 83 竹田　亮太 男子 ⑥ 千葉県

齋田　陽菜 中学 ③ 千葉県 83 戸村　空汰 男子 ⑤ 埼玉県

鈴木　夏瑠 高校 ① 千葉県 83 八木沢迦音 男子 ⑤ 東京都

高田　菜桜 高校 ② 千葉県 83 大久保友貴 男子 ⑤ 千葉県

佐藤　杏莉 高校 ③ 千葉県 82 山田龍之介 男子 ⑥ 兵庫県

河口　実成 高校 ③ 香川県 82 花田幸之助 男子 ⑤ 福岡県

千田　萌花 高校 ③ 東京都 82 柳田　圭輝 男子 ⑥ 東京都

速水　梨花 高校 ③ 熊本県 81 宮田　悠平 男子 ⑥ 大阪府

牟田　　遥 高校 ③ 埼玉県 81 髙木　暢仁 男子 ⑥ 石川県

濱　　朱姫 中学 ① 千葉県 80 山崎　暖真 男子 ⑤ 東京都

田村　　和 高校 ③ 香川県 80 片野貫一朗 男子 ⑤ 千葉県

片野あいみ 高校 ① 千葉県 80 林田　遼汰 男子 ⑤ 埼玉県

勝亦　令奈 高校 ① 静岡県 80 小川琥太郎 男子 ⑥ 大阪府

長岡　優稀 中学 ① 大阪府 80 中山　怜音 男子 ⑥ 東京都

大西　穂佳 中学 ① 兵庫県 80 斎藤　旬一 男子 ⑥ 栃木県

浅野　咲希 高校 ② 千葉県 79 金澤　和夢 男子 ⑥ 長野県

小林イリス 中学 ② 東京都 79 武井　大也 男子 ⑥ 群馬県

小宮　千愛 中学 ① 愛知県 79 大西　晃盟 男子 ⑥ 兵庫県

相場　彩那 高校 ③ 埼玉県 79 岡村　昂汰 男子 ⑥ 兵庫県

池上　愛菜 中学 ② 埼玉県 78 星野　煌貴 男子 ⑤ 群馬県

神谷　桃歌 中学 ③ 愛知県 77

清本　美波 中学 ③ 愛知県 77
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欠席者が出た場合
組合せを変更することがあります。

全部門でカート運転手を募集します。
皆様のご協力よろしくお願いします。
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中高女子のキャンセル状況により、
スタート時間が早まる場合があります。

9:42

9:33
武井
さん

8 8:03

17 9:24
林田
さん

7 7:54
牟田
さん

16 9:15

6 7:45

15

5 7:36
齋田
さん

4 7:27
平尾
さん 種類/学年/所在地

3 7:18
伊佐
さん

13 8:48
倉林
さん

2 7:09
金谷
さん

12 8:39
小宮
さん

1 7:00
菊田
さん

11 8:30
成田
さん
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12歳～18歳女子の部、10歳・11歳男子の部　　11月22日（日）組合せ表

種類/学年/所在地 種類/学年/所在地


