
平成22年度　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:袖ヶ浦カンツリークラブ　袖ヶ浦コース

（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　参加人数　107名

女子15歳～17歳の部　参加人数　32名
１番よりスタート １０番よりスタート
組 時間 　 氏名 学校／学年 組 時間 氏名 学校/学年 組 時間 氏名 学校/学年 組 時間 氏名 学校/学年

照山 亜寿美 岩瀬日本大学高1 徳嶽 彰 厚木北高3 榎本 涼平 埼玉栄高2 斉藤 陸 埼玉栄高3

齋藤 麻梨奈 西武台千葉高3 内野 祐輔 堀越高3 鈴木 亮 厚木北高3 須賀 京介 慶應義塾高2

中山 綾香 日本大学高2 森 実佐樹 正智深谷高3 川上 裕貴 立教池袋高1 酒井 和史 高崎経済大学附属高2

渡辺 彩香 埼玉栄高2 井上 義久 山梨学院大学附属高2 深堀 雷斗 佐野日本大学高1

工藤 遥加 日出高3 梅木 信吾 立正高2 堀川 未来夢 厚木北高3 須藤 裕太 作新学院高3

井上 莉花 岩瀬日本大学高1 浅地 洋佑 杉並学院高2 蓮見 篤 正智深谷高2 和田 照弘 水城高3

江澤 亜弥 埼玉栄高1 新鞍 竜汰 厚木北高3 宇波 慎司 クラーク記念国際高1 金 智宇 堀越高1

木戸 侑来 日本大学高2 染宮 慶 佐野日本大学高2 林 堅也 多古高2 深澤 佑介 埼玉栄高3

成田 美寿々 拓殖大学紅稜高3 水石 琢哉 水城高3 高花 翔太 法政大学高3 長澤 幸治 千葉学芸高3

岩崎 沙織 鳩山高2 西山 大策 渋谷教育学園渋谷高2 大堀 直紀 鹿島学園高3 山名 英統 鹿島学園高3

松森 彩夏 日本大学高1 高野 欣也 埼玉栄高3 奥富 基喜 埼玉栄高2 吉田 拓也 埼玉栄高3

小林 咲里奈 正智深谷高2 内田 佳吾 埼玉平成高3 松岡 暖 堀越高3 佐藤 大裕 新潟第一高3

西山 美希 厚木北高2 舘 祐樹 山崎高3 松原 大輔 水城高1 谷口 嵩聡 埼玉栄高2

川岸 史果 日本大学高1 中里 光之介 杉並学院高3 阿久津 未来也 作新学院高1 照沼 恭平 早稲田実業高1

中山 采美 藤枝順心高3 石井 亜門 埼玉栄高2 米山 勇樹 クラーク記念国際高2 滝 雅志 水城高2

青木 瀬令奈 前橋商業高3 川上 優大 堀越高2 松村 駿毅 聖学院高3 廣長 恭平 松原高1

亀田 愛里 御殿場西高3 石井 裕大 正智深谷高2 竹田 駿樹 前橋育英高3 鈴木 貴也 水城高3

飛田 愛理 岩瀬日本大学高1 明地 勇理 埼玉栄高3 沼沢 慧太 立教池袋高2 宮部 泰成 立教新座高2

向後 波香 拓殖大学紅陵高2 野村 佳史 日本大学高1 石毛 巧 埼玉栄高1 伴 大樹 明治大学付属中野高3

橋添 香 山梨学院大学附属高2 伊藤 尚澄 駒場学園高3 椿 亮 日本大学第一高2 村越 和也 横浜商科大学高3

山口 幸乃 埼玉栄高3 久能 大紀 星陵高2 木田 壮太 水城高1 赤座 亮 作新学院高3

川島 愛理 共愛学園高2 落合 卓 鹿島学園高2 勝亦 悠斗 吉原商業高1 佐藤 大平 水城高2

押尾 紗樹 拓殖大学紅陵高2 須崎 友貴 佐野日本大学高2 大西 慧斗 クラーク記念国際厚木高2 小林 裕貴 熊谷工業高1

市川 里菜 日本大学高1 佐藤 徹一 埼玉栄高1 松尾 慎之介 千葉学芸高2 井内 亮 厚木北高2

笹原 優美 法政大学高3 平澤 夢厳 水城高1 高橋 晋伸輔 立教池袋高1 上原 吉貴 埼玉栄高1

鈴木 ありさ 杉並学院高1 松井 弘樹 佐野日本大学高3 藤本 翔 埼玉栄高2 正野 有道 杉並学院高2

木村 紗奈 水戸商業高2 澤田 康弘 暁星高1 尾崎 翔太 穎明館高1 中辻 正裕 鹿島学園高1

石川 陽子 代々木高3 長谷川 楓弥 作新学院高2 藤澤 勇太 駒場学園高3 吉田 真也 厚木北高2

鈴木 沙季 ロビーナステイトハイスクール高3 染葉 真一 静岡学園高3 成井 雄太 開志学園高1 笠原 悠揮 埼玉平成高1

後藤 恵 拓殖大学紅陵高3 水上 晃一 千葉日本大学第一高2 成田 祐輔 佐野日本大学高3 吉川 練 埼玉栄高1

葭葉 ルミ 千葉日本大学第一高3 津田 雄司 埼玉栄高2 笹川 椋平 水城高3 桂宮 將 日本大学高1

本城 萌子 千葉学芸高2 大塚 崇弘 作新学院高3 三近 友亮 青山学院高2 西村 真太郎 法政大学第二高1

泉谷 叡 埼玉栄高2 都 和馬 埼玉栄高1 松下 龍之介 水城高1

岸 一貴 法政大学高3 宇津見 剛 明治大学付属中野高2 圓田 龍之介 拓殖大学紅陵高1

副田 裕斗 鹿島学園高1 福原 翔太 拓殖大学紅陵高2 谷 豪 埼玉栄高3

石渡 和輝 千葉学芸高3 川岸 滉平 西武台高1 星 尚弥 作新学院高2

競技委員長　内　藤　正　幸
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