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1st Tee 10th Tee ③

No. ST 学校名 No. ST 学校名 No. ST 学校名 No. ST 学校名

安部 高秀 埼玉栄高等学校② 池羽 陽向 小山市立小山第三中学校② 中村 勇貴 川口市立戸塚中学校③ 赤荻 瑠那 翔洋学園②

岩富 凱也 開志国際高等学校② 神社 佐也加 京都聖母学院中学校③ 林　 恭平 横浜市立日野南中学校② 石川 茉友夏 前橋育英高等学校①

宮里 拓弥 長崎日大高等学校② 古賀 ジェニファー 堺市立津久野中学校③ 山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中学校③ 伊藤 真利奈 札幌光星高等学校③

鈴木 辰海 拓殖大学紅陵高等学校② 天野 真里奈 小田原市立　鴨宮中学校③ 松岡 悠馬 関東学院中学校② 山田 紗楽 共立女子第二高等学校①

西片 太一 日本体育大学荏原高等学校① 橘川 亜矢 相模原市立新町中学校② 栗原 悠宇 鶴ヶ島市立藤中学校③ 赤荻 瑠花 翔洋学園②

宮城 慎太郎 埼玉栄高校② 佐藤 杏莉 麗澤中学校② 伊藤 敬星 平針中学校③ 石川 涼夏 前橋育英高等学校①

馬場 裕康 明治大学付属中野八王子高等学校② 森田 彩音 越谷市立光陽中学校① 花澤 賢弥 山武市立松尾中学校① 坂井 七菜 拓大紅陵高校①

伊藤 泰良 千葉経済大学附属高等学校② 和久井 麻由 山梨県韮崎市立東中学校③ 堀 太陽 ひたちなか市立勝田第一中学校① 新藤 励 共愛学園高等学校①

新木 衛 堀越高等学校② 浅井 つかさ つくば市立春日中学校② 小林 大河 東金町中学校① 稲垣 那奈子 共立第二高等学校①

奥村 紘慶 中京高校③ 阿部 未来 八街南中学校② 石森 健太郎 さいたま市立泰平中学校③ 鎮守 愛佳 拓大紅陵高校①

高橋 真央 早稲田実業学校高等部② 浅野 咲希 麗澤中学校① 魚住 海斗 成城学園中学校② 吉川 桃 日出高等学校③

岩井 千怜 川島中学校② 丸山 泰輝 富士市立吉原第一中学校① 杉田 茉由 西武台千葉高等学校②

藤原 実輝 西武台高等学校② 岩井 明愛 川島中学校② 山田 剣臣 八王子市立城山中学校② 杉田 美紀 西武台千葉高等学校②

高橋 怜央 早稲田実業学校高等部② 斉藤 里奈 さいたま市立城北中学校① 鈴木 聡馬 二之江中学校② 長野 未祈 麗澤高等学校①

西脇 まあく 興国高校② 吉川 くるみ 馬頭中学校③ 市川 輝 千波中学校③ 臼井 麗香 日本ウェルネス高等学校③

曽原 和樹 日本ウェルネス高等学校③ 高橋 美羽 那須中学校② 熊谷 拓海 千葉市立真砂中学校① 関 ほの花 昭和第一高等学校③

倉持 翔 鹿島学園高等学校① 臼井 蘭世 鹿沼市立北押原中学校② 呉 翔詠 平塚市立浜岳中学校① 板村 凌太 品川区立第一日野小学校⑥

山田 直紀 拓殖大学紅陵高校③ 長倉 加奈 川越市立名細中学校② 堀内 太陽 私立早稲田大学高等学院中学部③ 池 由哉 根岸小学校⑤

吉澤 一瑠 開志国際高校③ 今井 萌絵 私立茨城中学校③ 彦田 俊太郎 江戸川区立東葛西中学校① 岩井 知大 聖徳学園小学校⑤

河内 勝行 拓大紅陵高校① 六車 日那乃 麗澤中学校② 石崎 拓海 埼玉栄中学③ 時本 晃志 柏市立田中小学校⑤

丁 志優 千葉大宮高校① 池羽 未来 小山市立小山城東小学校⑤ 古賀 大輝 我孫子市立我孫子中学校② 栗原 遥大 鶴ヶ島市立藤小学校⑤

石毛 一輝 千葉県立印旛明誠高等学校② 岡安 真衣 千葉県野田市立宮崎小学校⑤ 仲宗根 寛瑛 横浜市立西柴中学校② 榎本 聖大 八潮市立中川小学校⑤

井上 賢人 私立日出高校③ 角田 夢香 前橋市立時沢小学校⑥ 亥飼 台 日立市立滑川中学校② 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校⑤

高梨 涼介 鹿島学園高校① 古賀 アシュリー 堺市立津久野小学校⑥ 梅内 秀太郎 立教池袋中学校③ 堀 鉄平 ひたちなか市立東石川小学校⑤

百岳 将希 拓殖大学紅陵高等学校① 小野田 寧々 伊勢崎市立宮郷小学校⑤ 小滝 水音 明秀学園日立高等学校③ 小林 翔音 半田小学校⑤

竹山 昂成 興國高等学校② 早川 菜々海 岡谷市立岡谷田中小学校⑥ 山路 晶 東北高校③ 山本 花道 つくば市立春日小学校⑤

斉藤 優作 私立埼玉栄高等学校③ 菊地 レイナ 宇都宮市立宝木小学校⑤ 高橋 清 日本体育大学荏原高等学校② 岩井 光太 中山小学校⑥

倉持　 凪 石岡市立南小学校⑤ 西村 涼花 千葉学芸高等学校① 伊藤 颯汰 横浜市立榎が丘小学校⑥

金原 丈也 日本ウェルネス高等学校③ 丸山 愛 富士市立伝法小学校⑤ 山口 実夢 関東学園附属高校③ 志村 由羅 川越市立霞ヶ関小学校⑤

丹羽 海太 大阪市立文の里中学校③ 小林 美優 市川市立中山小学校⑤ 櫻田 優 藤女子高等学校③ 関 瞳生 鶴ヶ島市立栄小学校⑥

古賀 浩輝 日本体育大学荏原高等学校① 鈴木 愛彩 一之江第二小学校⑤ 緑川 瑞玲 日本体育大学荏原高等学校① 吉沢 己咲 神流小学校⑥

鹿島 おね 作新学院　小学部⑥

長倉 聖弥 慶應義塾志木高等学校② 丸山 舞 富士市立伝法小学校⑤ 菊地 りお 文星女子高等学校① 大岩 慶尚 千葉市立誉田東小学校⑥

橋本 龍一郎 桐光学園高等学校② 鈴木 菜央 江戸川区立大杉東小学校⑤ 石山 朋佳 千葉日本大学第一高等学校① 斉藤 隼人 三郷市立 立花小学校⑥

栗本 和博 日本ウェルネス高等学校② 大郷 光瑠 諏訪市立豊田小学校⑥ 松下 奈央 埼玉県立鳩山高等学校③ 亥飼 陽 日立市立滑川小学校⑤

花渕 里帆 千葉学芸高校②

丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会事務局

参加人数　136人

（注）欠場者のある場合等で、組合せを変更することがあります。
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