
組 スター
時間

名前
ャ ィ 学校名 学年 組 スター

時間
名前
ャ ィ 学校名 学年

関口　央琉 若菜　彩心

関口　浩幸 若菜　克友

名取　柚姫 松田　旭

名取　一喜 松田　勉

田中　天晴 矢島　明日翔

田中　祐 矢島　和也

黒田　昊 須藤　 な

黒田　一修 須藤　恵

中田　一颯 青木　琉花

中田　哲夫 青木　則芳

田村　琉煌 石川　葵

田村　良幸 石川　隆行

伊藤　愛華 山脇　遼河

伊藤　政人 山脇　有里

中畑　陽 西澤　美李

中畑　太 西澤　優一郎

鶴﨑　大智 井上　怜花

鶴﨑　有一 井上　洋子

出口　莉々子 若林　佳歩

出口　悟志 若林　昌浩

田村　萌来美 酒井　悠伍

田村　妥江子 酒井　一登

新井　小桃 岩谷　楓花

新井　紀彦 岩谷　洋介

野村　帆夏 清野　桜貴

野村　慎一郎 清野　敦士

水野　太雅 谷部　真ノ介

水野　一生 谷部　敬一

洞鶏　小雪 清水　奏琉

洞鶏　英夫 清水　健太郎

谷住　太陽 長澤　愛羅

谷住　慎治 長澤　明日香

矢治　真帆 中田　織乃

矢治　健一郎 中田　淳

歸山　美音 金城　杏奈

歸山　久美子 金城　秀美

須藤　陸人 中杉　桜盛

須藤　環 中杉　暢生

森　彩子

森　洋亮

3 8:48

数矢小学校 5年

8 9:33

渋沢小学校 4年

4 8:57

中萩中小学校 5年

9 9:42

東久留米市立第一小学校 4年

Jack Bunny!! Junior Golf Tour 2017

　My First Tee

北谷津 ルフ ー ン
キ0ガ7年ガガ月ガゴ日スター  / 東 ース

A CLASS

1 8:30

江戸川区立大杉東小学校 6年

6 9:15

調布市立深大寺小学校 5年 白井第三小学校 4年

三郷市立早稲田小学校

東十条小学校 6年

千葉市立蘇我小学校 5年 松仙小学校 5年

2 8:39

高柳西小学校 5年

7 9:24

練馬区立第二小学校 4年

世田谷区立松沢小学校 5年

秦野市立渋沢小学校 5年 平野小学校 5年

4年 中央区立月島第三小学校 4年

横浜市荏田南小学校 5年

さいた 市立下落合小学校 5年 台場学園港陽小学校 5年

関町小学校 4年

大田区立久原小学校 4年

調布市立北ノ台小学校 4年 本町小学校 4年

足立区立亀田小学校 5年

市原市立有秋東小学校 5年 船橋市立塚田小学校 4年

聖ヨゼフ学園小学校 4年

早稲田実業学校初等部 4年

大田区立糀谷小学校 4年

八王子市立城山小学校 5年

つわ台北小学校 5年 東台小学校 5年

5 9:06

早稲田実業学校初等部 5年

10

行田市立北小学校 4年

横浜市立 たけ台小学校 4年 身延清稜小学校 4年

9:51

東洋英和女学院小学校 5年

鳩ケ谷小学校 5年



組 ター
時間

名前
ャ 学校名 学年 組 ター

時間
名前
ャ 学校名 学年

金井　大河 岩永　杏奈

金井　映美 岩永　憲浩

川和　花 峯村　慧

川和　篤史 峯村　学

平林　蒼唯 神永　直輝

平林　淳司 神永　輝明

中村　友里愛 寺門　虎太朗

桶野　純 寺門　聡

鈴木　麻緒 児玉　嵯莉

鈴木　有吾 児玉　志野

今屋　大雄 渡邉　日向

今屋　朝子 渡邉　裕也

山崎　暖真 東　路敏

山崎　雄一 東　政紀

綾部　成 峯村　怜

綾部　康二 峯村　貴子

菊地　 りな 佐藤　彩葉

菊地　武 佐藤　克哉

大久保　友貴 矢後　英俊

大久保　麗奈 矢後　英樹

松葉　武流 歸山　璃音

松葉　健一 歸山　雄祐

須藤　樹 児玉　隼都

須藤　将行 児玉　亮二

中山　怜音 大橋　玄知

中山　要秀 大橋　健一郎

高村　仁香 頼　ケビン

高村　正雄 頼　 ー

石田　紅葉 高野　成生

石田　博文 高野　浩二

重原　純奈 飯田　柚月

重原　純一 飯田　大介

佐藤　海都 成井　颯哉

佐藤　司 成井　将司

片野　貫一朗 森田　錠

片野　信介 森田　圭一

渡部　琴 依田　悠誠

渡部　俊之 依田　隆志

関　夢生 都築　美来

関　和貴 都築　武寛

2 8:39

印西市立小倉台小学校 3年

7 9:24

板橋区立富士見台小学校 キ年

3 8:48

横浜市立北方小学校 3年

8 9:33

Jack Bunny!! Junior Golf Tour 2017

　My First Tee

北谷津 ー ン
キカガ7年ガガ月ガゴ日ター  / 西 ー

B CLASS

1 8:30

万騎 原小学校 3年

6 9:15

尼崎市立塚口小学校

大田区立西六郷小学校 キ年 大田区立北糀谷小学校 キ年

野火止小学校 ガ年 王子第一小学校 ガ年

3年

森村学園初等部 3年 安曇野市立豊科東小学校

千葉日本大学第一小学校 キ年 品川区立日野学園小学校 3年

3年

熊谷市立大幡小学校 キ年

千代田小学校 ガ年 安曇野市立豊科東小学校 ガ年

月島第三小学校 3年 宇都宮市立清原東小学校 3年

尾山台小学校 キ年 鳩ケ谷小学校

5 9:06

熊谷市立吉見小学校 3年

10

9:42

みたけ台小学校

森村学園初等部 3年 メ ン クー ン ャパン

いすみ市立太東小学校

市川市立幸小学校 ガ年 金杉台小学校

4 8:57

立教小学校 3年

9

千葉日本大学第一小学校

中央区立月島第三小学校

松戸市立東部小学校 キ年

東京ウエ ンターナ ョナ キ年 軽井沢町中部小学校 キ年

星野学園小学校 ガ年 柏市立藤心小学校 キ年

中山小学校 3年

キ年

静岡市立清水江尻小学校 3年

静岡市立清水江尻小学校 ガ年

9:51

足立小学校 3年

3年

キ年

キ年

ガ年

キ年

ガ年

境町立境小学校 3年


