
■　1月14日（土）　練習ラウンド組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<OUTスタート>　男子の部 ■会場　倶楽部我山

組 時間 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年

鄭　顕羽 薄井　桜駕 粂谷　莉央 小筆　一颯

チョン　ヒョヌ ウスイ　オウガ クメガイ　リオ コフデ　イッサ

岡安　悠稀 有賀　瑛一朗 島田　笑生人 星野　泰輝

オカヤス　ハルキ アリガ　エイイチロウ シマダ　エイト ホシノ　タイキ

荒川　遼 井田　悠清 才田　航希 金　泰融

アラカワ　リョウ イダ　ユウセイ サイダ　コウキ キム　テユン

田子　吏央斗 荒川　翔 篠原　桜司 冨田　真起明

タゴ　リオト アラカワ　ショウ シノハラ　オウシ トミタ　マキア

宮本　悠空 作家　来旺 平腰　孝明 柴田　恒之介

ミヤモト　ユラ サッカ　ライオ ヒラコシ　コウメイ シバタ　コウノスケ

石橋　将 岡田　凛空 稲葉　輝海 髙　盡

イシバシ　ショウ オカダ　リク イナバ　ルキア コウ　ジン

戸髙　隆世 山田　空 竹中　麻紗人 阿部　成一郎

トダカ　リュウセイ ヤマダ　ソラ タケナカ　マサト アベ　セイイチロウ

小西　央起 小澤　優仁 尾形　栄飛 荒木　太智

コニシ　オウキ オザワ　ヒロト オガタ　エイト アラキ　タイチ

田中　周 矢吹　侑大 松本　海聖 高浦　維吹

タナカ　アマネ ヤブキ　ユウマ マツモト　カイリ タカウラ　イブキ

須藤　樹 高浦　丈慈 谷田　ジュリアン 加藤　遼

ストウ　イツキ タカウラ　ジョウジ タニダ　ジュリアン カトウ　リョウ

下﨑　蒼大 池田　烈琉 加藤　遼大 小泉　慶太郎

シモザキ　アオト イケダ　タケル カトウ　リョウタ コイズミ　ケイタロウ

助川　玲輔 宮坂　圭輔 松橋　昌佑 三浦　秀晴

スケガワ　レイスケ ミヤサカ　ケイスケ マツハシ　ショウスケ ミウラ　ヒデハル

春原　夕真 峯村　怜 稲　琉真 藤森　圭

スノハラ　ユウマ ミネムラ　レイ イネ　リュウマ フジモリ　ケイ

晝間　心大 米澤　祐太朗 井上　修志 植田　三千慈

ヒルマ　ココタ ヨネザワ　ユウタロウ イノウエ　シュウジ ウエタ　ミチナリ

第16回関東小学生ゴルフ大会　【練習ラウンド】

1 8:00 栃木 作新学院 ⑥ 栃木 馬頭 ④ 栃木 栃木三 ⑥ 栃木 埼玉 ④

2 8:09 栃木 戸祭 ⑤ 群馬 榛東北 ⑥

3 8:18 茨城 江戸川学園取手 ⑥ 埼玉 熊谷南

群馬 片岡 ⑥ 群馬 豊受 ③

②③ 埼玉

4 8:27 埼玉 熊谷南 ⑤ 茨城 江戸川学園取手 ④ 埼玉

浦和大里 ⑥ 群馬 吉井

里 ③ 埼玉 白岡西 ⑥

5 8:36 東京 南つくし野 ⑥ 東京 白金 ③

6 8:45 東京 久米川 ⑤ 東京 小山田

東京 本宿 ⑤ 東京 弥生 ⑤

⑤⑤ 東京

7 8:54 東京 石神井 ⑤ 東京 南平 ③ 東京

青梅三 ④ 東京 目白

住吉 ⑥ 東京 小日向台町 ④

④

9 9:12 千葉 鶴沢 ⑥ 千葉 白井三

東京 府中二 ⑤ 東京 国立学園 ③8 9:03 東京 慶應義塾幼稚舎 ⑥ 東京 白金

※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。

嶺南学園 ⑤ 千葉 新宿 ④

⑥

10 9:21 千葉 加茂学園 ⑥ 千葉 昭和 ④ 千葉

⑤ 千葉 千葉日大一 ④ 千葉 昭和

千葉 浦安南 ⑤ 千葉 原 ⑤

長野 筑摩 ④ 長野 軽井沢西部 ②

11 9:30

三の丸 ③ 神奈川 桐蔭学園 ⑥13 9:48 長野 三輪 ⑥ 長野 豊科東 ⑥ 神奈川

長野 城南 ⑥

12 9:39

⑤ 千葉 中根

14 9:57 神奈川 獅子ヶ谷 ⑥ 静岡

長野 牟礼 ⑥

広沢 ⑥ 静岡 御殿場南 ⑥ 静岡 蒲 ⑥

長野 永明 ⑥



■　1月14日（土）　練習ラウンド組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<INスタート>　女子の部 ■会場　倶楽部我山

組 時間 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年 選手名 都県 学校名 年

吉永　茉奈 佐藤　藍美 坂本　心音 #N/A

ヨシナガ　マナ サトウ　アイミ サカモト　ミオ #N/A

渡邉　海向 菊地　美琴 吉永　芽育 #N/A

ワタナベ　カナタ キクチ　ミコト ヨシナガ　メグミ #N/A

宇津木　さやか 高木　杏衣 箕田　吏那 藤野　美玲

ウツギ　サヤカ タカギ　アイ ミタ　リナ フジノ　ミレイ

稲村　かぐや 衣川　真夢 近重　怜奈 斎藤　美雅

イナムラ　カグヤ キヌカワ　マユ チカシゲ　レナ サイトウ　ミカ

海老澤　愛泉 小関　萌衣 高橋　優愛 東海林　柚希

エビサワ　アズミ オゼキ　メイ タカハシ　ユア ショウジ　ユズキ

境　美玲 佐野　心咲 大栗　愛珠 白旗　みあ

サカイ　ミレイ サノ　ミサキ オオクリ　アリス シラハタ　ミア

ゴヒーン　ソフィア 神津　葵 下村　あさみ 明田　亜夢

ゴヒーン　ソフィア コウヅ　アオイ シモムラ　アサミ アケダ　アム

飯田　柚月 東郷　真叶 平田　愛実 山根　珊花

イイダ　ユヅキ トウゴウ　マカナ ヒラタ　マナミ ヤマネ　サナ

村田　芽依 長峰　美桜 稲葉　晴 南　愛美

ムラタ　メイ ナガミネ　ミオ イナバ　ハル ミナミ　エミ

今枝　綾音 西澤　美杏 依田　夏来 永尾　鞠花

イマエダ　アヤネ ニシザワ　ミアン ヨダ　ナツキ ナガオ　マリカ

森川　十季 鈴木　楓香 荻窪　そら 根本　望咲

モリカワ　トキ スズキ　フウカ オギクボ　ソラ ネモト　ノワ

第16回関東小学生ゴルフ大会　【練習ラウンド】

1 8:00 栃木 大平東 ⑥ 栃木 作新学院 ⑥ 栃木 本郷 ⑤ #N/A #N/A #N/A

2 8:09 栃木 清原東 ⑤ #N/A #N/A #N/A

3 8:18 茨城 開智望 ⑤ 茨城 中村

栃木 宇都宮東 ⑤ 栃木 大平東 ④

④⑥ 茨城

4 8:27 埼玉 安行東 ⑥ 埼玉 開智 ⑤ 埼玉

羽鳥 ⑥ 埼玉 岩瀬

美女木 ⑥ 埼玉 朝霞七 ④

5 8:36 埼玉 桜 ⑥ 埼玉 鈴谷 ⑤

6 8:45 東京 有明西学園 ⑥ 東京 昭和女大昭和

埼玉 新倉 ⑥ 埼玉 東野 ⑤

⑤⑤ 東京

7 8:54 東京 目黒星美学園 ⑥ 東京 日女大附豊明 ⑥ 東京

品川IS ④ 東京 玉川学園

四谷 ⑤ 東京 東大和九 ⑤

8 9:03 千葉 金杉台 ⑥ 千葉 明海 ⑤

9 9:12 長野 通明 ⑥ 千葉 北貝塚

千葉 千葉大附 ④ 千葉 久賀 ⑥

①⑥ 千葉

10 9:21 神奈川 茅ヶ崎東 ⑥ 神奈川 みなとみらい本町 ⑥ 長野

富勢 ⑤ 千葉 千葉日大一

軽井沢中部 ④ 長野 軽井沢中部 ④

※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。

11 9:30 神奈川 綱島東 ⑥ 神奈川 宮上 ③神奈川 深見 ④ 神奈川 桜丘 ⑥


