
＜イン（三の丸）スタート＞女子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日

今嶋　怜亜 森本　寿叶 小野　優桜 井上　翠唯
イマジマ　レイア モリモト　コトナ オノ　ユウカ イノウエ　スイ

真下　彩羽 呉屋萌々子 須崎　日愛 神田　陽色
マシモ　アヤハ ゴヤ　モモコ スザキ　ヒヨリ カンダ　ヒイロ

杉本　奈央 衣川　真夢 寺町美友海 黒須　愛生
スギモト　ナオ キヌカワ　マユ テラマチ　ミユミ クロス　メイ

中西　亜維 岡村　侑実 長野　莉奈 赤穂　未来
ナカニシ　アイ オカムラ　ユウミ ナガノ　リナ アコウ　ミライ

猪俣　茉央 間　　夏希 林　香里菜 樋口　来美
イノマタ　マオ ハザマ　ナツキ ハヤシ　カリナ ヒグチ　クルミ

稲村かぐや 前川　実桜 大槻　呼幸 村田　芽依
イナムラ　カグヤ マエガワ　ミオ オオツキ　ココ ムラタ　メイ

森下　　澪 高山ささら 加藤　舞桜 眞木　　渚
モリシタ　ミオ タカヤマ　ササラ カトウ　マオ マキ　ナギサ

廣吉優梨菜 山本智亜紗 小田　祐夕 鈴木　花風
ヒロヨシ　ユリナ ヤマモト　チアサ オダ　ユウユ スズキ カフウ

西本　真優 永山　藍生 佐藤　涼音 長峰　真央
ニシモト　マユ ナガヤマ　アイ サトウ　リノ ナガミネ　マオ

佐々木玲衣 三木　夢依 飯田　柚月 福田　美来
ササキ レイ ミキ　メイ イイダ　ユヅキ フクダ　ミクル

竹田　妃菜 森　　紫月 山下　萌寧 永井　夢亜
タケダ　ヒナ モリ　シヅキ ヤマシタ　モネ ナガイ　ユメア

橋本　ゆう 佐藤　心裕 仁科　優花 重原　純奈
ハシモト　ユウ サトウ　ミユウ ニシナ　ユウカ シゲハラ　ジュンナ

荻原すいみ 寺本　朱利 本村　紅音 伊藤　柚葵
オギワラ　スイミ テラモト　アカリ モトムラ　アカネ イトウ　ユズキ

佐々木花虹 龍山　　結 木下陽菜子 塩谷　桃々
ササキ　ハナコ タツヤマ　ユイ キノシタ　ヒナコ シオヤ　モモ

渡邉　希風 端無くるみ 本村　彩歌 生駒　留菜
ワタナベ　ノノカ ハナシ　クルミ モトムラ　アヤカ イコマ　ルナ

大賀　愛娘 野口　笑里 澤村日和理 小林　　聖
オオガ　マナミ ノグチ　エミリ サワムラ　ヒヨリ コバヤシ　ヒジリ

南谷　紗那 三神　凛果 大久保百華 清水　莉理
ミナミタニ　サナ ミカミ　リンカ オオクボ　モカ シミズ　リリ

岩永　梨花 中村　愛琉 道上　稀唯 佐藤　陽花
イワナガ　リンカ ナカムラ アイル ミチウエ　キイ サトウ　ハルカ

※組合せは欠席などにより変更になる場合がある。

令和３年度(第1５回)全国小学生ゴルフ春季大会 【最終日】

主催：スポーツニッポン新聞社　　　　日時：2022年3月30日(水)
会場：烏山城カントリークラブ

1 7:30 山形 朝暘三 ⑥ 87 徳島 柿原 岡山 妹尾 ⑥ 88

2 7:39 兵庫 広田 ⑥ 86

⑥ 88 愛知 江西国際学園 ⑤ 88

⑥ 87 広島 仁賀 ⑥ 87沖縄 北美 ⑤ 87 福岡 平尾

富士見 ⑥ 86埼玉 開智 ④ 86 愛知 豊山

4 7:57 大阪 浜寺昭和町 ⑤ 84

④ 86 栃木3 7:48 大阪 苅田 ⑥ 85

⑥ 85 兵庫 筑紫が丘 ⑤ 85宮城 ホライゾン学園 ⑤ 84 兵庫 緑が丘東

大野東 ⑥ 84大阪 城内 ⑤ 83 岐阜 鵜沼一

6 8:15 埼玉 安行東 ⑤ 82

⑥ 83 岐阜5 8:06 北海道 西岡 ⑤ 82

⑤ 82 長野 通明 ⑤ 82徳島 富岡 ⑥ 82 京都 遷喬

江見 ⑥ 82兵庫 蓮池 ⑥ 82 東京 鹿浜五色桜

8 8:33 福岡 折尾東 ⑥ 81

⑥ 82 千葉7 8:24 兵庫 甲南 ④ 81

⑥ 81 千葉 清水口 ⑥ 81兵庫 長尾 ⑤ 81 山口 深川

北貝塚 ⑥ 81福岡 池田 ⑥ 80 兵庫 中筋

10 8:51 大分 日出 ⑥ 79

⑥ 80 千葉9 8:42 東京 二子玉川 ⑥ 80

⑤ 79 兵庫 天満南 ⑥ 79岡山 財田 ⑤ 79 千葉 金杉台

御宿 ⑥ 79三重 玉垣 ⑥ 78 兵庫 難波

12 9:09 福岡 日の里西 ⑥ 76

⑤ 78 千葉11 9:00 奈良 王寺北 ⑤ 77

⑥ 77 千葉 幸 ⑤ 77兵庫 西山 ⑤ 77 千葉 美浜打瀬

岐南東 ⑥ 76宮城 寺岡 ⑥ 73 兵庫 小浜

14 9:27 岡山 御津南 ⑤ 88

⑤ 74 岐阜13 9:18 埼玉 明戸 ⑥ 72

④ 89 福島 松川 ④ 89愛知 愛教大附名古屋 ③ 88 三重 成美

岩塚 ⑥ 89埼玉 柳瀬 ⑥ 89 兵庫 小浜

16 9:45 福岡 東光 ⑥ 90

③ 89 愛知15 9:36 福岡 岩戸北 ⑤ 89

④ 92 北海道 桑園 ⑥ 92岐阜 金竜 ⑥ 90 北海道 盤渓

員弁東 ⑤ 93千葉 松飛台二 ⑥ 92 三重 井田川

18 10:03 兵庫 塚口 ④ 93

⑥ 92 三重17 9:54 愛知 愛教大附名古屋 ④ 92

③ 94 東京 栄 ⑥ 98福岡 福間南 ⑥ 94 兵庫 渦が森


