
平成21年度　第30回　関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技
組合わせおよびスタート時間表 於:千葉カントリークラブ　梅郷コース

　　　　 　　　　（第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー） 男子15歳～17歳の部 参加者数　118名

１番よりスタート １０番よりスタート 女子15歳～17歳の部 参加者数　23名
組 時間 　 氏名 学校名／学年 組 時間 氏名 学校名／学年 組 時間 氏名 学校名／学年 組 時間 氏名 学校名／学年

福原 翔太 拓大紅陵高1 梅山 知宏 作新学院高3 葭葉 ルミ 千葉日大一高2 中里 光之介 杉並学院高2

谷 豪 埼玉栄高2 笠松 孝太郎 クラーク浜松高3 佐藤 千紘 日大高3 助川 椋 水城高3

杉木 萌人 法政二高3 長澤 幸治 千葉学芸高2 秋葉 眞衣 堀越高3 須賀 京介 慶應義塾高1

西山 大策 渋谷教育学園渋谷高1 川上 優大 堀越高1

高花 翔太 法政大高2 木崎 亮太 水城高3 嶋田 江莉 杉並学院高3 伊沢 秀憲 日大高3

納富 一輝 埼玉栄高3 松本 一誠 杉並学院高2 西山 美希 厚木北高1 米澤 研太 稲取高3

嶋野 大地 鹿島学園高3 山内 拓也 埼玉栄高2 石川 陽子 日大高2 松井 弘樹 佐野日大高2

永渕 健太 千葉学芸高3 木村 紗奈 水戸商業高1 久能 大紀 星陵高1

長船 佑紀 鹿島学園高3 矢代 直仁 千葉学芸高3 後藤 恵 拓大紅陵高2 竹内 法実 さくら国際高3

奥富 基喜 埼玉栄高1 岸 一貴 法政大高2 仲宗根 澄香 松戸六実高3 中神 徹 クラーク浜松高1

木村 直登 実践学園高3 中島 拓也 埼玉栄高3 中山 采美 藤枝順心高2 泉谷 叡 埼玉栄高1

宮部 泰成 立教新座高1 室岡 雄真 明大中野高3 岡戸 美穂 正智深谷高2 佐藤 大平 水城高1

正野 有道 杉並学院高1 内藤 慶 鹿島学園高3 高田 莉花 開志学園高1 松岡 啓 千葉日大一高3

斉藤 陸 埼玉栄高2 榎本 涼平 埼玉栄高2 蛭子 佐智 拓大紅陵高2 滝 雅志 水城高1

元木 雄基 佐野日大高1 梅澤 正裕 正智深谷高3 眞尾 万里 正智深谷高2 石井 裕大 正智深谷高1

西川 佳介 実践学園高1 藤澤 勇太 駒場学園高2 布川 千帆里 埼玉栄高1 飯田 尚 立正高3

小林 克也 埼玉栄高3 小野田 享也 クラーク浜松高3 井上 莉花 岩瀬日大高1 浅地 洋佑 杉並学院高1

浅見 雄大 佐野日大高1 蓮見 篤 正智深谷高1 辻 梨恵 埼玉栄高1 藤沢 尚範 森村学園高3

田島 成寿 日大一高3 小林 拓也 埼玉栄高3 工藤 遥加 日出高2 落合 卓 鹿島学園高1

難波江 和樹 明大中野高2 赤根 広樹 日大一高3 木戸 侑来 日大高1 秋山 大輝 日大高1

渡辺 悠太 埼玉栄高3 石渡 和輝 千葉学芸高2 野村 敏京 ソウル明知高2 日覚 暁紀 日大高3

米山 勇樹 堀越高1 石井 魁人 埼玉栄高3 富澤 真理子 埼玉栄高3 岩間 竜一郎 ヒルズIN高3

谷田貝 達也 鹿島学園高2 後藤 哲志 厚木北高2 本城 萌子 千葉学芸高1 奈良 泰佑 佐野日大高3

長谷部 俊樹 駒場学園高2 柳川 直哉 青山学院高1 亀田 愛里 御殿場西高2 大関 祥伍 鹿島学園高3

高田 聖斗 水城高3 須藤 裕太 作新学院高2 河村 拓磨 鹿島学園高3 小林 捷 佐野日大高3

清水 裕介 高輪高2 梅木 信吾 立正高1 沼田 祐貴 聖学院高3 井口 敏樹 法政大高2

田中 源 鹿島学園高2 平山 悠太 多古高3 野口 正雄 佐野日大高2 大野 剛生 聖学院高3

津田 雄司 埼玉栄高1 西村 顕祥 法政二高3 齋藤 和也 軽井沢高1 笹川 椋平 水城高2

水石 琢哉 水城高2 伊山 祐介 杉並学院高3 竹安 俊也 鹿島学園高2 永渕 圭祐 千葉学芸高3

堀川 未来夢 厚木北高2 渡辺 春希 作新学院高3 鈴木 亮 厚木北高1 石井 亜門 埼玉栄高1

酒井 勇輝 京北白山高3 吉田 拓也 埼玉栄高2 藤本 翔 埼玉栄高1 須崎 友貴 佐野日大高1

下山 惣太郎 明大中野高3 徳嶽 彰 厚木北高2 舘 祐樹 山崎高1 星 尚弥 作新学院高1

保田 和貴 つくば開成高3 山野井 賢祐 佐野日大高3 小袋 秀人 鹿島学園高3 樋口 健太郎 千葉学芸高3

岡野 洸平 千葉学芸高3 文山 和樹 日大三島高2 大西 慧斗 クラーク厚木高1 森 実佐樹 正智深谷高2

槙島 太一 立教池袋高1 松林 泰嵩 慶応義塾高2 小西 優貴 埼玉栄高3 伴 大樹 明大中野高2

高瀬 富生 水城高1 荒木 優太朗 法政二高1 小宮 弘高 実践学園高3 横塚 康平 佐野日大高1

競技委員長　大　鷲　俊　朗
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