
後援 財）千葉県体育協会　・　千葉県教育委員会　・　関東ゴルフ連盟

1番よりスタート 千葉県高等学校ゴルフ連盟　・　千葉県ゴルフ協会

組 時間 氏名 学校名 千葉県ゴルフ場支配人会　・　千葉県プロゴルフ会

荒川　侑奈 松戸第四中3年 会場　　神崎カントリー倶楽部 協賛 （株）SRIスポーツ　・　ブリヂストンスポーツ（株）　・　（株）大塚製薬

三部　未稀 杉並学院中3年 参加者   150名 TEL　　0478-72-3330 神崎カントリー倶楽部

宮崎　莉子 大椎中3年 10番よりスタート

市村　夏子 多古中3年 組 時間 氏名 学校名 組 時間 氏名 学校名 組 時間 氏名 学校名

木村　彩子 浦安入船中3年 金田　直之 柏土中3年 成田　美寿々 拓殖大学紅陵高3年 福原　翔太 拓大紅陵高2年

星　愛海 広尾学園中3年 宮内　孝輔 野栄中3年 上野　祐紀子 堀越高3年 斉藤　翼 麗澤高2年

小嶋　玲菜 多古中3年 石井　康嗣 多古中3年 蛭子　佐智 拓殖大学紅陵高3年 間取　実樹也 船橋西高2年

倉場　可織 習志野市立第5中3年 井嶋　博之 高柳中3年 吉本　光里 千葉学芸高3年 酒井　南雄人 千葉学芸高2年

泉谷　若菜 野田南部中3年 伯川　貴哉 滝野中3年 後藤　恵 拓殖大学紅陵高3年 櫛山　卓哉 麗澤高2年

高野　あかり 和洋国府台中3年 姜　秀一 富里北中3年 工藤　遥加 日出高3年 菅原　和穂 拓大紅陵高2年

佐藤　蒼海 井野中2年 坂巻　碧 福田中3年 齋藤　麻梨奈 西武台千葉高3年 永渕　健太 千葉学芸高2年

川﨑　真由 中原中2年 中村　真一 志学館中3年 郡司　綾乃 堀越高3年 出野　隼平 中央大学杉並高2年

鈴木　萌子 ちはら台南中2年 平石　健太 酒井根中3年 葭葉　ルミ 千葉日大一高3年 原　佑介 拓大紅陵高2年

高木　彩音 多古中2年 小泉　正樹 千葉日大一中3年 板倉　栞 拓殖大学紅陵高3年 松尾　慎之介 千葉学芸高2年

西野　志奈 幕張西中2年 伊藤　貴弘 多古中3年 鮫川　杏子 聖徳大学付女子高3年 水上　晃一 千葉日大一高2年

神原　沙希 二川中2年 浮ヶ谷　博之 ｺﾛﾝﾋﾞｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ2年 久保田　玲 千葉学芸高2年 尾形　有哉 市原中央高2年

川﨑　志穂 富津大貫中2年 佐藤　慶介 泉谷中2年 押尾　紗樹 拓殖大学紅陵高2年 後藤　哲慎 西武台千葉高2年

芹川　真海 杉並学院中2年 伊藤　寛明 畑沢中2年 木川　紗耶加 多古高2年 岩崎　翔 千葉学芸高2年

林　映杉 行田中2年 千村　真之介 習志野台中2年 向後　波香 拓殖大学紅陵高2年 齊藤　明寛 麗澤高2年

千葉　美穂 成東東中2年 麻生　雄大 多古中2年 本城　萌子 千葉学芸高2年 村島　雅弘 拓大紅陵高2年

和田　佳子 新宿中2年 吉本　裕貴 銚子第五中2年 渡邉　梨央 日出学園1年 森下　愛久 中央大附属高2年

古塩　悠夏里 佐倉井野中2年 大原　健陽 明海中2年 井澤　治奈 拓殖大学紅陵高1年 石毛　巧 埼玉栄高1年

村井　沙羅 大津ヶ丘中2年 趙　成賢 成田西中2年 芹川　夏海 杉並学院高1年 浅野　友輝 安田学園高1年

飯塚　裕汰 多古中2年 実松　里紗 慶応義塾女子高1年 常枝　瑞樹 長生高1年

澄川　愛 市川第八中1年 押田　凌大郎 大網中2年 大西　葵 千葉学芸高1年 鈴木　孝康 拓大紅陵高1年

町田　涼紗 千葉日大一中1年 遠藤　慎之介 有秋中2年 池田　真理 和洋国府台女子高1年 吉川　練 埼玉栄高1年

小澤　亜美 多古中1年 鈴木　海渡 多古中2年 岡田　悠里 杉並学院高1年 竹田　将大 日本大学第一高1年

中村　恵美 志学館中1年 後藤　健斗 国分寺台西中2年 松本　富美華 千葉経済大学附高1年 佐戸　宥哉 土気高1年

羽藤　琴和 富里北中1年 芹川　諒 多古中2年 佐藤　有生 千葉学芸高3年 久我　拓也 千葉学芸高1年

加賀　夏実 大網中1年 高野　碧輝 旭第二中2年 高花　翔太 法政大学高3年 角田　翔洋 安田学園高1年

伯川　瑠菜 滝野中1年 櫛山　勝弘 日の出中1年 菅澤　亮太 多古高3年 坂巻　稜也 千葉経済大付属高1年

若月　杏奈 高洲第一中学校1年 中川　雄飛 ちはら台南中1年 三澤　成碩 拓大紅陵高3年

平田　和華子 国府台女子学院中1年 関根　和希 福栄中1年 長澤　幸治 千葉学芸高3年 圓田　龍之介 拓大紅陵高1年

宮本　香怜 埼玉栄中1年 上野　晃紀 中原中1年 伊藤　達哉 わせがく高3年 郡司　将崇 市川南高1年

金綱　希 国吉中1年 鈴木　海斗 千倉中1年 土井　亮佑 東京学館高3年 多胡　公博 多古高1年

宮内　里奈 野栄中1年 塗谷　拓真 拓大紅陵高3年

奥村　涼 和名ヶ谷中3年 野呂　涼 小見川中1年 石渡　和輝 千葉学芸高3年

満留　一瑳 湖北台中3年 松岡　優太朗 花園中1年 栗城　凌太 千葉南高3年

鈴木　佑一郎 野栄中3年 渡邉　健介 足立学園中1年 宮崎　晃輔 麗澤高3年 携帯電話専用競技速報

羽住　凌 酒井根中3年 髙畠　健司 泉高3年

矢口　崚太 多古中3年 長崎　拓実 蘇我中1年 伊藤　翼 多古高3年

森本　勝昌 姉崎東中3年 小野　一勢 攻玉社中1年 石毛　健太 千葉学芸高3年

佐戸　理人 大網中3年 下村　弘太郎 高津中1年 高橋　直樹 安田学園高3年 競技委員長　　白井　敏夫
磯井　怜 根郷中3年 山村　剛平 拓大紅陵高3年
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2010　第6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


