
0 選手名 学校名 選手名 学校名 選手名 学校名 組打 選手名 学校名

1 out 8:32 菅野　義稀 拓大紅陵 勝俣　翔 拓大紅陵 *中村　勇貴 拓大紅陵 14 *金田　卓己 拓大紅陵

2 8:40 山越　蒼生 拓大紅陵 笠　太貴 拓大紅陵 奥村　礼惟 拓大紅陵 24 熊谷　拓海 拓大紅陵

3 8:48 林　聖也 拓大紅陵 森崎　元斗 拓大紅陵 尾形　季樹 拓大紅陵 34
4 8:56 桐原　愛奈 明秀学園日立 中島　萌絵 明秀学園日立 今井　鮎美 明秀学園日立 44 堀越　心愛 明秀学園日立

5 9:04 飯村　知紗 明秀学園日立 西澤　歩未 明秀学園日立 飛田　奏 明秀学園日立 54 奥村　穂夏 明秀学園日立

6 9:12 小暮　千広 明秀学園日立 齋藤　華音 明秀学園日立 櫻井　梨央 明秀学園日立 64
7 9:20 佐藤　心結 明秀学園日立 新谷　芽々 明秀学園日立 山本　華菜音 明秀学園日立 74
8 9:28 和田　洸夢 明秀学園日立 堀　太陽 明秀学園日立 橋本　実 明秀学園日立 84 *鈴木　洸大 明秀学園日立

9 9:36 *市川　輝 日本ウェルネス *田中　章太郎 日本ウェルネス *千葉　涼晴 日本ウェルネス 94 *亥飼　台 日本ウェルネス

10 9:44 古川　佑汰 日本ウェルネス 栁川　凌平 日本ウェルネス 浅野　颯 日本ウェルネス 104
11 9:52 古澤　凛 日本ウェルネス 大村　仁乃 日本ウェルネス *吉田　隼汰 日本ウェルネス 114
12 10:00 鈴木　琳太郎 常総学院 野島　龍斗 日本ウェルネス 石川　太郎 日本ウェルネス 124
13 10:08 松澤　奈美 日本ウェルネス 臼井　蘭世 日本ウェルネス 小甲　奈花 日本ウェルネス 134 小林　愛奈 日本ウェルネス

14 10:16 リン　優香 日本ウェルネス 高橋　琴音 日本ウェルネス 栁下　里菜 日本ウェルネス 144 村田　結 日本ウェルネス

15 10:24 夏堀　萌香 鹿島学園 中村　友香 常総学院 矢口　カンナ 翔洋学園 154
16 10:32 *小林　龍生 千葉学芸 猪野　匠真 千葉学芸 宮崎　康汰 千葉学芸 164
17 10:40 佐川　翔哉 千葉学芸 平山　威虎 千葉学芸 牧田　隼之助 千葉学芸 174
1 in 8:32 渋井　健太郎 麗澤 廣瀬　竜斗 麗澤 大沢　慧 麗澤 314 赤塚　将成 麗澤
2 8:40 *中川　拓海 千葉黎明 鄭　雄星 千葉黎明 坂田　一真 千葉黎明 324 大野　倖 千葉黎明

3 8:48 岩沢　暁冴 千葉黎明 矢田部　匠 千葉黎明 白井　大皓 千葉黎明 334 飯塚　敬吾 千葉黎明

4 8:56 小川　大輔 千葉黎明 相馬　和樹 千葉黎明 柿本　虹汰 千葉黎明 344
5 9:04 鈴木　聡馬 千葉黎明 紺野　秀倖 千葉黎明 向後　太賀 千葉黎明 354
6 9:12 豊　太陽 千葉黎明 木村　瑛由 千葉黎明 及川　結貴 千葉黎明 364
7 9:20 三浦　隆治 ルネサンス 吉津谷　彩人 ルネサンス 田嶋　秀悠 ルネサンス 374 丸山　泰輝 ルネサンス

8 9:28 吉川　くるみ ルネサンス 吉津谷　彩香 ルネサンス 黒田　千梨子 ルネサンス 384 川﨑　琴里　 竜ヶ崎第二

9 9:36 佐野　楓 ルネサンス 花田　華梨 ルネサンス 小山　優奈 ルネサンス 394
10 9:44 小林　大河 西武台千葉 斎藤　光 西武台千葉 石谷　竜月希 西武台千葉 404 小林　拳史郎 西武台千葉

11 9:52 朝日向　雅 西武台千葉 安蒜　真輝 西武台千葉 新井　七星 西武台千葉 414 鎌手　真尋 西武台千葉

12 10:00 川崎　彰 西武台千葉 近藤　駿介 西武台千葉 長谷　政真 西武台千葉 424
13 10:08 弓野　広人 土浦日大 小泉　良太 二松學舍柏 愛甲　剛 印旛明誠 434
14 10:16 和田　世文 成田北 小川　尚恭 成田北 444
15 10:24 富永　龍輝 鹿島学園 仲沢　有星 鹿島学園 鳥居　泰雅 霞ヶ浦 454
16 10:32 駿河　晴翔 千葉日大一 相澤　詩音 千葉日大一 竹内　敦哉 千葉日大一 464
17 10:40 毎田　翼 千葉日大一 齋藤　真成 千葉日大一 小川　蒼馬 千葉日大一 474

【注意事項】

各校顧問は，ラウンドマナーの指導を徹底して行ってください。
マナーの悪い選手については，練習ラウンドを打ち切り，大会にも参加させません。
こちらで割り振らせていただきましたので，同じ学校内で変更等をしたい場合は，
各校の顧問が，スタート前までにコースに連絡してください。男女が混ざっていますので、打
球事故等、十分に注意してラウンドしてください。
顧問は，空いているところに入り巡回をお願いいたします。　　　　　理事長

２０１９年度　関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会・東関東地区予選
 ＝練習ラウンド  組合せ＝

　　令和元年 5月29日（水）　参加者　116名

ｽﾀｰﾄ時間


