
平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技

 女子15歳～17歳の部 第2ブロック　男子15歳～17歳の部 第5ブロック 於:茨城ゴルフ倶楽部　西コース

組合わせおよびスタート時間表 参加者数　52名（女子）

参加者数　92名（男子）
１番よりスタート １０番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属

吉本 光里 千葉学芸高2 井口 敏樹 法政大高2 高子 沙樹 埼玉栄高2 川上 優大 堀越高1

笹原 優美 法政大高2 鈴木 貴文 専大附属高3 吉原 唯 日大高1 森下 愛久 中大高1

河野 衣莉香 埼玉栄高2 高橋 大輔 明大中野高1 小谷 真菜美 川崎高3 宇津見 剛 明大中野高1

板倉 栞 拓大紅陵高2 乗松 健二 駒場学園高2 木川 紗耶加 多古高1 工藤 裕樹 実践学園高1

辻 梨恵 埼玉栄高1 金沢 拓也 駒場学園高2 吉永 綾 埼玉栄高1 杉山 友規 練馬第四商高2

岡戸 美穂 正智深谷高2 加藤 健太 明大中野高3 蛭子 佐智 拓大紅陵高2 平田 裕徳 明大中野高3

増古 みやび 立正高1 牧 広大 日大櫻丘高2 工藤 遥加 日出高2 井口 直紀 駒場学園高2

小貫 麻乃子 常総学院高2 吉野 惣太 杉並学院高1 岩崎 沙織 鳩山高1 岡田 健太郎 駒大高2

木戸 侑来 日大高1 中坪 晋 駒場学園高3 小林 咲里奈 正智深谷高1 後藤 浩一 明大中野高3

西山 美希 厚木北高1 米澤 功一郎 杉並学院高1 成田 美寿々 拓大紅陵高1 瀬野 将史 明大中野八王子高2

山口 幸乃 埼玉栄高2 内野 祐輔 堀越高2 山中 明香里 日比谷高1 野村 将平 成城学園高2

渋谷 美和 湘南学院高1 榎本 亘 法政大高3 遠藤 璃乃 埼玉栄高1 松岡 暖 堀越高2

杉岡 千里奈 埼玉栄高3 米山 勇樹 堀越高1 川岸 紘子 日大高2 佐藤 貴文 明大明治高3

大関 香澄 作新学院高3 野村 太貴 明大中野高2 戸澤 萌 正智深谷高2 瀧尾 陽太 日大櫻丘高1

市瀬 紗梨 慶応義塾女子高1 松村 茂輝 法政大高3 阿部 夏海 埼玉栄高2 平沼 智輝 東海大菅生高3

栗原 久実 中村高1 石原 浩貴 杉並学院高1 井上 玲衣 森村学園高3 岡崎 力也 法政大高3

本城 萌子 千葉学芸高1 難波江 和樹 明大中野高2 山口 莉穂 埼玉栄高3 藤澤 勇太 駒場学園高2

仲宗根 澄香 松戸六実高3 稲垣 大輔 法政大高2 宮内 麗可 千葉学芸高3 矢崎 康平 法政大高3

甲斐 優実 埼玉栄高2 我妻 宏樹 駒大高3 池添 貴子 相原高1 齋藤 一眞 駒大高3

西村 麻衣 立正高1 伊東 茂人 駒場学園高2 西岡 玲央奈 鳩山高1 渡邉 良介 杉並学院高2

井上 唯衣 日大高1 森坂 塁 明大中野高1 押尾 紗樹 拓大紅陵高1 木村 直登 実践学園高3

湯浅 舞姫 日大一高3 加藤 誠彦 法政大高1 高森 理紗子 日大高2 長谷川 晃太 砂川高3

畠山 唯 常総学院高1 西川 佳介 実践学園高1 山口 枝里子 佐野日大高1 潮木 祐太 駒場学園高2

石橋 瞳 厚木北高1 小野 哲靖 駒場学園高3 千葉 真穂 埼玉栄高1 長谷川 一樹 明大中野高3

佐藤 千紘 日大高3 室岡 雄真 明大中野高3 梓 大貴 駒場学園高3 牧野 憲太 明大中野高1

川田 みどり 和光国際高2 松井 英光 法政大高3 楠本 康太 明大中野高3 八巻 貴紀 駒場学園高2

久保田 玲 千葉学芸高1 福澤 慶一 杉並学院高3 戸田 健太 早大学院高2 遠藤 晃一 杉並学院高1

木下 奈美 埼玉栄高1 小河原 悠司 実践学園高2 猪田 健人 杉並学院高1 高山 恵輔 実践学園高1

岸 一貴 法政大高2 小薗 絢介 法政大高2 小宮 弘高 実践学園高3 馬場 勇希 明大中野八王子高2

伊藤 尚澄 駒場学園高2 大橋 新 早大学院高2 那須 純一 駒場学園高3 池山 京佑 駒場学園高3

太田 雄貴 明大中野高3 加藤 大貴 明大中野高3 伴 大樹 明大中野高2 下山 惣太郎 明大中野高3

片山 航平 明大中野八王子高2 久保 聰一郎 駒場学園高2 西川 淳 法政大高3 相澤 成輝 法政大高3

榎本 龍之輔 明大中野高2 大内 太貴 明大中野高1 安藤 大騎 明大中野八王子高2 矢部 眞伍 堀越高3

盛 豊 早大学院高2 工藤 将樹 実践学園高3 舘 祐樹 山崎高1 長谷部 俊樹 駒場学園高2

松本 一誠 杉並学院高2 横田 圭祐 駒場学園高1 大塚 圭祐 明大中野高2 江澤 隆 明大中野高2

清水 涼 堀越高3 鈴木 健司 法政大高3 小野田 将春 駒場学園高1 柚木 勇人 駒大高2

競技委員長　中　島　廣　行
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平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技

女子15歳～17歳の部 第1ブロック　男子15歳～17歳の部 第4ブロック 於:茨城ゴルフ倶楽部　東コース

組合わせおよびスタート時間表 参加者数　52名（女子）

参加者数　73名（男子）
１番よりスタート １０番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属 組 時間 　 氏名 所属

清野 未琴 新潟一高3 福井 雄二郎 目黒学院高2 亀田 愛里 御殿場西高2 市川 真裕 駿台学園高3

林 佑紀 埼玉栄高2 酒井 勇輝 京北白山高3 前村 里菜 山梨英和高1 河田 典 日体荏原高2

九原 沙梨 佐野日大高1 石井 遼平 東海大高輪台高2 久保 歓奈 桐生西高1 藤波 怜於南 立教池袋高1

小沼 美弥子 千葉日大一高2 大友 由実 埼玉栄高2 後藤 聖 東京学園高1

頼藤 彩 埼玉栄高1 高原 雄輝 立正高3 古橋 みづき 明大中野八王子高2 高橋 直樹 安田学園高2

金子 萌 埼玉平成高1 沼沢 慧太 立教池袋高1 川島 愛理 共愛学園高1 森山 凱 立正高2

上野 祐紀子 堀越高2 岩井 琢郎 巣鴨高1 中山 采美 藤枝順心高2 金子 優大 文教大高2

飯島 比女名 関東学園大高2 佐藤 一弥 文教大高1 冨川 繭 小田原総合ビジネス高1 田中 翔 日体荏原高1

富澤 真理子 埼玉栄高3 大野 剛生 聖学院高3 向後 波香 拓大紅陵高1 堀澤 憲己 高輪高2

西山 茜菜 立正高2 林 優駿 かえつ有明高1 山本 蒔歩 堀越高1 増田 正秀 日体荏原高3

入江 亜衣 岩瀬日大高3 土居 雅典 日大一高1 布川 千帆里 埼玉栄高1 岩田 健太郎 立正高3

小沼 詩穂 西武台千葉高3 高山 秀峰 日体荏原高2 森川 文 明大中野八王子高2 柳川 直哉 青山学院高1

高原 萌子 立正高1 兼田 大嗣 立教池袋高2 北井 由梨 埼玉栄高2 赤根 広樹 日大一高3

石川 陽子 日大高2 田村 俊樹 安田学園高1 山本 綾音 山梨英和高1 西山 大策 渋谷教育学園渋谷高1

大屋 真央香 埼玉栄高3 矢口 建人 日大一高3 秋葉 眞衣 堀越高3 細川 祐生 学習院高1

新井 理沙 日大鶴ヶ丘高2 平澤 健 青山学院高3 齋藤 麻梨奈 西武台千葉高2 石澤 知弥 聖学院高1

眞尾 万里 正智深谷高2 大関 燿司 立正高3 岩間 杏理 青山学院高1 青木 友翼 立教池袋高3

中山 綾香 日大高1 槙島 太一 立教池袋高1 進藤 久留美 山脇学園高1 湯川 輝鍾 東京朝鮮中高級高2

沢越 景子 JGAｼﾞｭﾆｱ 笠原 雅仁 日大一高2 清水 奈津美 埼玉栄高2 千葉 洸平 日大一高1

田中 有夏 埼玉栄高1 村山 暢基 東京聖徳大高3 石山 翔子 新潟一高1 高梨 佑樹 日体荏原高2

吉野 茜 千葉日大一高3 青木 貴之 城西大城西高3 橋添 香 山梨学院大高1 梅木 信吾 立正高1

郡司 綾乃 堀越高2 山室 龍志郎 青山学院高3 葭葉 ルミ 千葉日大一高2 大澤 翔太 日大一高3

長田 若菜 富士河口湖高1 椿 亮 日大一高1 山崎 亜里沙 埼玉栄高2 大和田 健斗 立教池袋高1

西家 葵 埼玉栄高2 庄子 諒 学習院高3 清松 綾美 鳩山高2 荒井 優輝 文教大高1

木村 紗奈 水戸商業高1 布施 郁馬 暁星高3 金子 佳広 聖学院高3 清水 裕介 高輪高2

森広 恵利華 マニラIN高2 菅田 和也 立正高1 岡本 政己 学習院高3 石井 勇気 立正高1

伊藤 萌衣 長野東高1 佐藤 公一郎 日大一高1 石川 将路 立正高2 藤田 和広 日大一高3

氏原 小百合 埼玉栄高2 小渕 崇 学習院高3 近村 健人 東海大高輪台高2

米田 誠一郎 日体荏原高2 田島 成寿 日大一高3 松本 亮 郁文館高2 臺 厚 日大一高3

岩間 竜一郎 ヒルズIN高3 沼田 祐貴 聖学院高3 吉沢 啓之 立正高3 飯田 尚 立正高3

三井 啓太郎 立正高3 安藤 修靖 立正高1 高田 義規 東海大高輪台高3 小林 慎治 学習院高2

熊埜御堂 史 青山学院高2 長谷川 翔太 日大一高3 岩田 大輝 文教大高2

競技委員長　　中　島　廣　行
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