
平成22年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技
男子15歳～17歳の部　第5ブロック
組合わせおよびスタート時間表 於:嵐山カントリークラブ

参加者数　127名
１番よりスタート １０番よりスタート
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

榎本 涼平 埼玉栄高2 山内 拓也 埼玉栄高3 吉川 練 埼玉栄高1 丸山 健太郎 西武台高2

國府 祐行 立教新座高3 横山 巧 浦和学院高3 滝本 徹 埼玉平成高3 山本 広樹 埼玉栄高2

見崎 奏太 浦和学院高2 高橋 拓也 立教新座高3 竹原 諒 立教新座高2 豊田 敏文 武蔵越生高2

塚田 大樹 埼玉平成高3 児玉 貴志 浦和学院高3 掛井 健人 立教新座高2

石毛 初基 埼玉栄高2 津田 雄司 埼玉栄高2 石井 亜門 埼玉栄高2 深澤 佑介 埼玉栄高3

松井 奎悟 埼玉平成高3 内田 佳吾 埼玉平成高3 池田 大樹 浦和学院高2 原田 侑汰 正智深谷高1

緒方 裕輝 西武台高2 中三川 明史 浦和学院高2 松井 優樹 埼玉栄高1 中村 嘉宏 立教新座高2

鈴木 雄斗 立教新座高2 高橋 拓也 西武台高2 辻 宏 立教新座高3 土岐 昌吾 浦和学院高3

宮部 泰成 立教新座高2 斉藤 陸 埼玉栄高3 小林 裕貴 熊谷工業高1 加藤 利生 正智深谷高1

島田 篤志 鳩山高3 木下 直貴 浦和学院高2 佐藤 徹一 埼玉栄高1 林 史弥 埼玉栄高3

鹿内 一哉 埼玉平成高2 濱口 大将 埼玉栄高1 関口 拓也 浦和学院高3 五十嵐 彰 浦和学院高3

深澤 祐貴 埼玉栄高1 木山 征彦 立教新座高2 吉田 将人 立教新座高2 大野 洋平 立教新座高3

蓮見 篤 正智深谷高2 都 和馬 埼玉栄高1 庄田 雅人 埼玉平成高1 鈴木 皓達 浦和学院高2

志水 昭太郎 埼玉栄高1 金野 竜之介 浦和学院高2 泉谷 叡 埼玉栄高2 岡本 大河 埼玉栄高1

谷澤 雄太 立教新座高1 永崎 雄也 埼玉平成高2 小田 光大 浦和学院高3 加藤 亮 桶川西高3

森 昇太 浦和学院高1 市川 達彦 東京農業大学第三高1 神山 直樹 埼玉栄高1 五十部 岬 立教新座高2

藤本 翔 埼玉栄高2 笠原 悠揮 埼玉平成高1 谷口 嵩聡 埼玉栄高2 吉田 祐輝 埼玉栄高1

田中 秀平 埼玉平成高3 川岸 滉平 西武台高1 鈴木 慶一 松山高1 安江 優作 埼玉平成高3

小島 敦弥 浦和学院高2 小藤 渉 埼玉栄高1 千濱 彬比古 埼玉栄高1 渡辺 賢吾 立教新座高1

小泉 訓平 立教新座高2 浅原 宏紀 浦和学院高3 吉田 秋彦 東京農業大学第三高3 味方 宏樹 正智深谷高2

吉田 拓也 埼玉栄高3 谷 豪 埼玉栄高3 池田 直人 立教新座高3 佐治 統基 埼玉平成高1

宮崎 淳太 城北埼玉高2 高倉 宏樹 西武台高2 金子 由樹 埼玉平成高1 小原 捺暉 埼玉栄高1

小脇 啓太郎 立教新座高2 安部 佳徳 埼玉平成高2 上原 吉貴 埼玉栄高1 寺田 賢 西武台高2

田村 浩平 西武台高2 松本 悟司 浦和学院高3 橋本 尚也 浦和学院高3 岡崎 太 立教新座高3

飯泉 祐樹 埼玉平成高1 明地 勇理 埼玉栄高3 李 明樹 埼玉栄高3 沼尻 健吾 埼玉平成高3

内田 千弥 正智深谷高3 青山 颯一郎 武蔵越生高3 石井 裕大 正智深谷高2 長谷川 夢希 埼玉栄高2

石丸 雄大 埼玉栄高1 柴崎 直道 正智深谷高2 月原 隆 立教新座高3 栗原 裕輝 浦和学院高3

横田 賢 立教新座高2 手島 由瑛 浦和学院高2 村田 啓輔 埼玉平成高2 嶋田 翔太 立教新座高3

竹下 槙之介 立教新座高2 鶴見 大樹 埼玉栄高2 阿部 将太朗 埼玉栄高1 青木 祐嗣 埼玉栄高1

木村 翔 埼玉栄高1 笠原 将揮 秀明英光高2 荒幡 優佑 武蔵越生高3 大江 凱理 立教新座高2

山本 里樹 浦和学院高3 佐藤 大介 埼玉平成高3 飯塚 柊太 正智深谷高1 江島 孝太郎 埼玉栄高3

高野 欣也 埼玉栄高3 梶原 裕介 浦和学院高3 中屋 貴郁 埼玉平成高2 齊藤 裕也 鳩山高3

競技委員長　嶋　田　憲　人
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