
★内田 琴子 阿部 未来 ◎長谷川 幸枝 武尾 咲希 滝原 未菜美 ○川畑 優菜

フリー フリー 神奈川県 GOLF5 カメリアヒルズカントリークラブ 麗澤高校

吉田 藍子 熊倉 莉子 ○髙橋 美衣 ★岡田 伊津美 ◎中村 和子 ◎君塚 桂子

フリー フリー 南房総市立富山小学校 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 我孫子市 千葉市

★横山 三和子 上原 紫 ◎山崎 晃子 大田原 皐月 馬場 由美子 ◎務台 友子

上総モナークカントリークラブ フリー 柏市 サーフビバレッジ 小淵沢カントリークラブ 神奈川県

久保 宣子 高久 ゆうな ○永井 夢亜 ★大竹 エイカ 中谷 鈴音 ◎澤井 綾子

NECネッツエスアイ フリー 御宿町立御宿中学校 フリー フリー 東京都

★堀越 ゆかり 中村 香織 ○類家 文乃 中島 世衣良 田島 凜 ○石井 柚妃

(株)ZEN East golf school 東京都 フリー 姉ヶ崎カントリー倶楽部 南房総市立千倉中学校

小竹 莉乃 星野 杏奈 ○藤本 華 ★山口 裕子 ◎露木 直子 ◎溝口 晴美

フリー サーフビバレッジ 習志野市立第一中学校 フリー 東京都 木更津市

★三井 美智子 ◎鈴木 静江 ○花田 華梨 松下 奈央 大木 佳世子 ○鈴木 花風

上総モナークカントリークラブ 千葉市 千葉市 フリー フリー 白井市立七次台中学校

川崎 志穂 植竹 愛海 ○清水 愛海香 ★肥後 かおり ◎石井 みさ子 ◎宮田 鈴子

ミツウロコグループホールディングス フリー 拓大紅陵高等学校 フリー 旭市 東京都

★久保 樹乃 遠藤 璃乃 ○國吉 愛良 小川 茉奈美 小西 瑞穂 ○眞木 渚

飯田通商 フリー 千葉市立松ケ丘中学校 フリー フリー 志学館中等部

S ランクン 鎌田 ヒロミ ○山本 優花 ★川久保 百代 ◎牧野 智子 ◎佐藤 玲子

株式会社大倉 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 明秀学園日立高等学校 フリー 八千代市 茂原市

★斉藤 裕子 澄川 愛 ○宮本 リリカ 向山 唯 樋口 莉沙 ○中谷 玲

フリー フリー 千葉市 East golf school フリー 千葉市

久保 啓子 熊谷 かほ ○仁科 優花 ★安藤 美穂 ◎高橋 美絵 ◎畑中 朝子

NECネッツエスアイ フリー 千葉市立白井中学校 フリー 千葉市 千葉市

★山本 薫里 町田 涼紗 ○須藤 みかな 高橋 美保子 松澤 奈美 ○安達 吏那

フリー フリー 市原市立加茂学園 ゼビオグループ 烏山城カントリークラブ 市原市

江澤 亜弥 鎌田 ハニー ○糸井　なみき ★中村 祐子 ◎藤井 恵子 ◎板垣 貴子

NSW スターツ笠間ゴルフ倶楽部 フリー 東京都 神奈川県

★白戸 由香 笹原 優美 ○茶木 詩央 横山 倫子 荒武 飛名 ○山崎 あむり

(株)日立ソリューションズ フリー 共立女子第二高等学校 フリー フリー 船橋市

菊地 明砂美 村田 理沙 ○松原 柊亜 ★齊藤 有紀子 ◎阿部 小夜子 ◎伊藤 陽子

遠藤電設 ゼビオホールディングス 日本ウェルネス高等学校 カメリアヒルズカントリークラブ 東京都 木更津市

★菊地 愛 森 美穂 ○境 美玲 城間 絵梨 羽藤 琴和 ○清藤 羽琉

フリー テイ・エス テック 江東区立有明西学園 九州みらい建設グループ Weeds Golf Planning 市原市立ちはら台西中学校

大和 笑莉奈 竹谷 茉紘 ○長峰 真央 ★坂東 貴代 ◎菅野 恭子 ◎佐久間 洋子

フリー ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 千葉市立貝塚中学校 フリー 神奈川県 千葉市

甲田 良美 長嶺 葉子 ○森本 天 蔭山 友美 中川 梨華 ○鈴木 愛彩

フリー フリー 浦安市 コスモクラシッククラブ フリー 千葉黎明高等学校

和田 委世子 ○布田 千恵 ○林 愛輝美 松崎 麻矢 ○伊波 莉羅 ○齋田 陽菜

スターツ 東京都 船橋市立小室中学校 ライク株式会社 茨城県 千葉黎明高等学校

★…レジェンズプロ　○…アマチュア　◎…レジェンズアマチュア　 ※組み合わせを変更する場合があります。

1 7:30 21 7:30

OUT IN

2 7:38 22 7:38

3 7:46 23 7:46

4 7:54 24 7:54

5 8:02 25 8:02

6 8:10 26 8:10

7 8:18 27 8:18

8 8:26 28 8:26

9 8:34 29 8:34

10 8:42 30 8:42

11 8:50 31 8:50

12 8:58 32 8:58

13 9:06 33 9:06

19 9:54 39 9:54

20 10:02 40 10:02

14 9:14 34 9:14

17 9:38 37 9:38

16 9:30

18 9:46 38 9:46

15 9:22 35 9:22

36 9:30

2022.9.7 本戦 組み合わせ表


