
後　援 (公財）千葉県体育協会　千葉県教育委員会　（一社）関東ゴルフ連盟

千葉県高等学校ゴルフ連盟　千葉県ゴルフ協会

   　　会場　　神崎カントリー倶楽部 千葉県ゴルフ場支配人会　千葉県プロゴルフ会　（株）千葉日報社

   　　TEL　　0478-72-3330 協　賛 ダンロップスポーツ（株）　神崎カントリー倶楽部

平成30年5月5日（こどもの日）　　　　参加者   145名 (公財）ジュニアゴルファー育成財団

1番よりスタート　ティーインググラウンド：高校男子（黒）高校女子（青） 10番よりスタート　　ティーインググラウンド：中学男子（青）中学女子（白）

組 時間 氏名 学校名 組 時間 氏名 学校名 組 時間 氏名 学校名 組 時間 氏名 学校名

丁　志優 千葉大宮高3年 柿本　虹汰 千葉黎明高1年 大野　倖 四街道市旭中3年 浅野　咲希 麗澤中3年
宮内　遼河 千葉学芸高3年 石谷　竜月希 西武台千葉高1年 佐山　ヒカル 柏市第五中3年 高田　菜桜 加曽利中3年
梅津　慶士 拓大紅陵高3年 駿河　晴翔 千葉日大一高1年 熊谷　拓海 真砂中3年 平山　磨美 多古中3年
井原　史韻 千葉工業高3年 坪　佑翼 佐原高1年 石渡　蒼 南部中3年 山﨑　みくは 高根中2年
鈴木　晃祐 西武台千葉高3年 長野　未祈 麗澤高3年 田中　翔太 千葉日大一中3年 佐藤　夏恋 辰巳台中2年
河内　勝行 千葉大宮高3年 西村　涼花 千葉学芸高3年 小泉　良太 柏第四中3年 中谷　愛純 多古中2年
百岳　将希 拓大紅陵高3年 鎮守　愛佳 拓大紅陵高3年 古澤　凛 松戸第四中3年 大澤　萌心 西の原中2年
大竹　凱士 日大習志野高3年 石山　朋佳 千葉日大一高3年 大関　政秀 船橋市旭中3年 飯田　夏葵 金杉台中2年
細谷　朋生 千葉学芸高3年 吉田　優利 麗澤高3年 坂田　一真 葛城中3年 鈴木　夏瑠 真砂中2年
矢野　辰典 拓大紅陵高3年 木村　美月 西武台千葉高3年 向後　太賀 旭市第二中3年 田中　美妃 柏市第三中2年
山﨑　敦彦 西武台千葉高3年 鈴木　桂花 千葉学芸高3年 栗田　圭吾 葛飾中3年 石谷　舞桜 我孫子中2年
前田　知紀 拓大紅陵高3年 坂井　七菜 拓大紅陵高3年 林　聖也 ちはら台南中3年 大東　楓 印旛中2年
金　勁旻 千葉大宮高3年 遠藤　眞子 西武台千葉高3年 大岩　慶尚 誉田中2年 渡辺　世奈 勝田台中2年
岩舘　輝 印旛明誠高3年 土屋　あゆ 千葉学芸高3年 島貫　海輝登 逆井中2年 塚田　こと音 木刈中2年
込山　要 拓大紅陵高3年 石川　聖奈 拓大紅陵高3年 中島　悠成 千葉日大一中2年 市井　香乃 行田中2年
佐々木　正年 拓大紅陵高3年 榊　梨衣 麗澤高3年 中村　雄歩 松戸南中2年 竹井　愛珠 貝塚中2年
平野　達己 専修大附属高3年 曽雌　ひまり 印旛明誠高3年 髙梨　倭 萱田中2年 片野　あいみ 聖徳大附女子中2年

佐々木　愁也 拓大紅陵高3年 西郷　真央 麗澤高2年 時本　晃志 田中中1年 今井　葉音 白百合学園中2年
和田　佳祐 市立稲毛高2年 羽藤　和奏 わせがく高2年 羽部　大輝 前原中1年 近藤　楓美 柏第五中2年
飯塚　敬吾 千葉黎明高2年 平山　光優 千葉黎明高2年 佐藤　貴裕 多古中1年 鈴木　心胡音 船橋中2年
中村　勇貴 拓大紅陵高2年 中條　志歩 西武台千葉高2年 鈴木　和磨 若松中1年 桑村　美穂 蘇我中1年
小林　龍生 千葉学芸高2年 佐藤　真優 千葉黎明高2年 太田　龍将 西の原中1年 川畑　優菜 麗澤中1年
中川　拓海 千葉黎明高2年 久保　青空 麗澤高2年 池田　陽翔 多古中1年 斉田　陽菜 加曽利中1年
岩沢　暁冴 千葉黎明高2年 山﨑　あむり 船橋古和釜高2年 井上　明澄 萱田中1年
金田　卓己 拓大紅陵高2年 矢口　あやめ 西武台千葉高2年 吉澤　柚月 麗澤中3年 鈴木　菜々美 千葉大附属中1年
勝俣　翔 拓大紅陵高2年 六車　日那乃 麗澤高1年 吉田　鈴 市川市第三中3年 伊藤　二花 麗澤中1年
小川　大輔 千葉黎明高2年 森本　天 幕張総合高1年 津田　舞音 聖徳大附女子中3年 岡安　真衣 西武台千葉中1年
小林　拳史郎 西武台千葉高1年 阿部　未来 千葉黎明高1年 伍賀　美優 千葉日大一中3年 平山　奈那 多古中1年
鄭　優星 千葉黎明高1年 鷲崎　奈未 拓大紅陵高1年 山本　華菜音 千葉大附属中3年 栗田　怜奈 葛飾中1年
川畑　京太郎 松戸高1年 佐藤　杏莉 麗澤高1年 小暮　千広 金ヶ作中3年 佐山　凛 柏第五中1年
渋井　健太郎 麗澤高1年 中谷　舞 わせがく高1年 高橋　姫楽 増穂中3年 小泉　美雪 御宿中1年
鵜澤　幸輝 市立稲毛高1年 伊藤　叶 西武台千葉高1年 大谷　りん 多古中3年
菅野　義稀 拓大紅陵高1年 半田　真彩 千葉黎明高1年 渡辺　さくら 古和釜中3年 清水　愛海香 都賀中1年
安蒜　真輝 西武台千葉高1年 片瀬　すず 西武台千葉高1年 野矢　愛莉 柏中3年 塩手　莉彩 松葉中1年
並木　大智 千葉黎明高1年 野矢　彩華 麗澤高1年 小泉　成美 御宿中3年 山﨑　ちろれ 高根中1年
押田　叡進 佐原高1年 諸徳寺　梨菜 銚子商業高1年 岩沢　璃寧 東金東中3年
奥村　礼惟 拓大紅陵高1年
赤塚　将成 麗澤高1年 【注意事項】
相馬　和樹 千葉黎明高1年 別紙の「競技の条件と注意事項」「神崎ＣＣ利用に関して」を守って参加すること。
近藤　駿介 西武台千葉高1年 記載事項違反の場合は、競技失格や次回出場停止になることがあります。

競技委員長　　白井　敏夫
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2018 第14回千葉県ジュニア選手権競技
主催 千葉県アマチュアゴルフ協会


