
■　3月14日（日）　大会組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<ＯＵＴスタート>　女子の部 ■会場　一の宮カントリー俱楽部・西コース

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

飯島　　唯 藤本　　華 大野　柚果 高橋　彩夢

イイジマ ユイ フジモト ハナ オオノ ユズカ タカハシ アヤミ

小暮　沙奈 人見陽乃亜 山﨑　はな 山下　楓恋

コグレ サナ ヒトミ ヒノア ヤマザキ ハナ ヤマシタ　カレン

五十嵐　凛 清藤　羽琉 境　　美玲 海老澤愛泉

イガラシ リン セイトウ　ハル サカイ ミレイ エビサワ アズミ

五月女愛來 富澤　希実 酒井　　花 岡田　麻愛

ソウトメ アイク トミザワ ノゾミ サカイ ハナ オカダ マオ

安西　美空 大久保　花 鈴木　麻緒 諸徳寺美久

アンザイ　ミソラ オオクボ ハナ スズキ マオ ショトクジ ミク

林　愛輝美 高村　仁香 植田　瑛央

ハヤシ アキミ タカムラ ニコ ウエダ アキオ

原田　　桃 土屋オードリー 永井 　夢亜 染宮凛々子

ハラダ　モモ ツチヤ オードリー ナガイ ユメア ソメミヤ リリコ

稲村かぐや 端無くるみ 歸山　璃音 佐藤　陽花

イナムラ カグヤ ハナシ クルミ キヤマ リオ サトウ ハルカ

仁科　優花 下原あおい 加藤　舞桜 小野澤マリア

ニシナ ユウカ シモバラ アオイ カトウ　マオ オノザワ マリア

長峰　真央 中澤　紗来 廣野　里彩 高木　杏衣

ナガミネ マオ ナカザワ サラ ヒロノ リア タカギ アイ

戸髙　玲奈 臼田　　藍 横田ここる 荻窪　蒼萊

トダカ レイナ ウスダ アイ ヨコタ　ココル オギクボ ソラ

窪田　沙羅 小山萌々香 中野　彩葉 東海林千春

クボタ　サラ コヤマ モモカ ナカノ イロハ ショウジ チハル

第14回 関東小学生ゴルフ大会　【変更版】

1 8:00 東京 ブリティッシュスクール ⑥ 千葉 谷津 ⑤ 神奈川 牛久保 ⑥ 千葉 日の出南 ⑤

2 8:09 千葉 高洲北 ⑥ 東京 町田南四 ⑥

3 8:18 東京 碑 ⑥ 千葉 牧園

茨城 大形 ⑥ 東京 清和 ⑤

④⑥ 東京

4 8:27 栃木 国府北 ⑥ 埼玉 若狭 ⑥ 東京

有明西学園 ④ 埼玉 桜

南六郷 ⑥ 神奈川 大道 ⑤

5 8:36 茨城 つくば東 ④ 千葉 小見川中央 ⑥

6 8:45 千葉 小室 ⑥ 神奈川 森村学園

新潟 吉田南 ⑤ 千葉 木刈 ⑥

⑥ 神奈川

7 8:54 神奈川 鵠洋 ⑥ 栃木 三島 ⑤ 千葉

希望ケ丘 ②

御宿 ⑤ 東京 西武学園文理 ⑤

8 9:03 埼玉 安行東 ④ 東京 栄 ⑤

9 9:12 千葉 美浜打瀬 ⑤ 埼玉 藤沢北

埼玉 柳瀬 ⑤ 埼玉 指扇北 ⑤

④⑥ 東京

10 9:21 千葉 北貝塚 ⑤ 埼玉 朝霞二 ⑥ 群馬

鹿浜五色桜 ⑤ 東京 宮前

佐野 ⑥ 茨城 中村 ④

③

※組み合わせは欠場などにより変更になる場合がある。

⑥ 埼玉 大谷場東 ⑤ 東京 目黒星美学園

神奈川 桜ケ丘 ④

12 9:39 山梨 駿台甲府 ⑥ 東京 楢原

群馬 寺尾 ⑥ 群馬 吉田 ⑤11 9:30 東京 石神井 ⑥



■　3月14日（日）　大会組合せ表 ■主催　スポーツニッポン新聞社

<ＩＮスタート>　男子の部 ■会場　一の宮カントリー俱楽部・西コース

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

片野貫一朗 作家　叶真 中屋　珀斗

カタノ カンイチロウ サッカ　トウマ ナカヤ ハクト

竹田　亮太 山崎　暖真 駒澤　一心 高橋　海翔

タケダ リョウタ ヤマザキ ハルマ コマザワ イッシン タカハシ カイト

戸村　空汰 水沼　勇太 崔　　恩健 山崎　悠介

トムラ ソウタ ミズヌマ　ユウタ サイ オキタケ ヤマザキ ユウスケ

八木沢迦音 成松　　峻 沖田　　雫 頼　ケビン

ヤギサワ カイオン ナリマツ シュン オキタ シズク ライ ケビン

斎藤　旬一 渡邉　日向 東　　路敏

サイトウ シュンイチ ワタナベ ヒナタ ヒガシ ロビン

岩井　礼歩 大久保友貴 竹中麻紗人 中林　惺磨

イワイ レフ オオクボ ユウキ タケナカ マサト ナカバヤシ ショウマ

島田楽生人 金澤　和夢 矢後　英俊 飛毛青汰狼

シマダ ライト カナザワ ナゴム ヤゴ エイジ ヒケ ジョウタロウ

根本　悠誠 柳田　圭輝 飛毛　晧惺 戸髙　隆世

ネモト　ユウマ ヤナギダ ヨシキ ヒケ コウセイ トダカ リュウセイ

中山　怜音 仙澤　綾人 綾部　　成

ナカヤマ レオト センザワ アヤト アヤベ　ナル

武井　大也 須藤はんと 逢坂　巨希 向井　龍真

タケイ ダイヤ スドウ ハント オウサカ ナオキ ムカイ リョウマ

林田　遼汰 渡邊優名利 勝又　悠護 岡田　凛空

ハヤシダ リョウタ ワタナベ ユナリ カツマタ ユウゴ オカダ リク

※組み合わせは欠場などにより変更になる場合がある。

栃木 瑞穂野南 ⑤ 神奈川 中沢 ⑥

みそら ④ 神奈川 小鮎 ⑤

11 9:30 埼玉 妻沼南 ⑤ 東京 小山田 ③

10 9:21 群馬 笠懸 ⑥ 千葉 酒井根 ③ 千葉

千代田 ④

8 9:03 千葉 加茂学園 ⑤

9 9:12 東京 立教 ⑥ 山梨 玉穂南 ⑥ 東京

東京 多西 ⑥ 茨城

住吉 ④ 静岡 大平台 ⑤

日野学園 ⑥ 茨城 新治 ④

新治 ⑥ 東京 石神井 ③

7 8:54 群馬 豊受 ⑤ 長野 水明 ⑥ 東京

6 8:45 新潟 小出 ⑥ 千葉 千葉日大一 ⑤ 東京

大幡 ⑤

4 8:27 東京 本木 ⑤

5 8:36 栃木 三島 ⑥ 栃木 清原東 ⑥ 埼玉

東京 けやき ⑥ 千葉

大和東 ⑤ 東京 笹塚 ⑤

和泉 ⑤ 東京 花畑西 ⑤

井野 ⑤ 東京 アメリカンスクール ⑤

3 8:18 埼玉 霞ケ関南 ⑤ 栃木 横川西 ⑥ 東京

2 8:09 千葉 金沢 ⑥ 東京 富士見台 ⑤ 神奈川

第14回 関東小学生ゴルフ大会　【変更版】

1 8:00 千葉 東部 ⑤ 東京 本宿 ⑤ 東京 元八王子 ⑤


