
平成22年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技
男子12歳～14歳の部　第1ブロック
組合わせおよびスタート時間表 於:藤ヶ谷カントリークラブ

参加者数　115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

河田 丈一郎 坂井輪中2 岩沢 一輝 東中2 徳元 中 岩井中2 前田 航希 立教池袋中3

小野 一勢 攻玉社中1 大巾 隼弥 明治大学付属中野中3 斉藤 史晶 紫雲寺中2 坂場 将希 狛江第一中3

庄司 将也 茨城大学教育学部附属中2 吉野 友太郎 立正中1 千葉 雄貴 立正中2 品本 優 立正中3

前畑 佳輝 聖学院中3 緒方 勇哉 第三中3 竹内 圭佑 大森第八中1

小川 詠次郎 第十一中1 伴 浩太 東京大学教育学部附属中3 佐藤 正晴 立教池袋中3 多戸 仁一 成蹊中2

鶴田 貴也 多摩大学目黒中3 伊藤 奨悟 杉並学院中2 小野 耕平 藤代南中2 安部 修吾 杉並学院中2

中村 謙斗 第２砂町中3 深澤 直貴 聖学院中2 伊藤 昌志 聖学院中3 橋向 恵生 立正中3

阿部 貴也 立正中3 荒井 陸 第三中1 大網 将平 狛江第三中3 宇田 康将 明治大学付属中野中3

大貫 渉太朗 友部第二中3 篠 優希 杉並学院中1 加治屋 舜介 杉並学院中3 林 雅人 立正中3

大岩 龍一 新小岩中1 立石 守廣 郁文館中2 平野 雄大 東京学芸大学付属小金井中2 濱野 匠 聖ヶ丘中3

馬場 祐之介 立正中3 唐鎌 亮太 日本大学第一中3 横須賀 旬 聖学院中2 サンダース ヒュー日向 聖学院中2

大瀧 昌輝 明治大学付属中野中3 田中 健太郎 明治大学付属中野中2 大木 勇人 明治大学付属中野中3 粟山 尚 日本大学第一中2

森山 錬 東深沢中2 鯨 慎之介 芝浦工業大学中3 下田 雄大 荏原平塚学園中2 宇野 輝紀 清真学園中2

岩瀬 光 神栖第二中3 飯野 優生 杉並学院中3 矢口 宣洋 桜丘中2 永田 耕平 第八中1

丸山 智大 立正中2 津村 照旺 第八中2 鈴木 雄祐 聖学院中1 笹島 怜央 蒲原中1

田村 祐二 明治大学付属中野八王子中2 岸田 真弥 第五中3 荒川 瑞樹 日本大学第一中2 奥村 智幸 原宿外苑中2

岡田 大樹 清明学園中2 関 翔大 南中3 長谷川 望 見川中3 熊澤 祐一郎 日本大学第三中3

西村 雅貴 杉並学院中3 坂場 大希 狛江第一中3 星野 陸也 第二中2 坂本 一馬 玉川中2

加藤 成将 立川国際中2 宮崎 一真 日本大学第一中3 森川 治門 立教池袋中1 小林 史弥 日本大学第一中3

阿曽 昂正 聖学院中2 加藤 剛 茗渓学園中1 澤田 政秀 立正中2 中野 幹生 羽村第一中1

竹内 輝樹 杉並学院中3 西川 勇太 杉並学院中3 二村 健人 早稲田実業中1 小田嶋 慶治 水戸第一中1

鎌田 宗一郎 田園調布中2 斉藤 亮 京北学園中2 鈴木 祥一郎 東蒲中1 島田 康成 別所中1

若山 拓朗 聖学院中2 仲 真広 東京都市大学付属中2 宮崎 星冬 杉並学院中2 井口 隆哉 石神井西中1

岩佐 樹里哉 白鴎高等学校附属中1 島崎 晃太郎 東京学芸大学附属小金井中3 柴崎 怜哉 立正中3 樋口 航平 井荻中2

林 侃汰朗 五泉北中2 飯野 寿哉 赤塚中3 小川 遼太郎 第十一中3

小島 翔太 立教池袋中2 恩田 英太 明治大学付属中野中3 上田 賢佑 大泉西中3

小谷 允人 駒沢中2 土居 寛幸 郁文館中2 河原 健吾 馬込中3

高橋 海仁 千登世橋中1 木村 祥吾 上平井中1 北村 征大 明治大学付属中野中2

柿澤 大輝 千波中2 松村 本盛 多摩大目黒中3

渡辺 健斗 清瀬中1 井上 浩輔 茨城大学教育学部附属中1

杉本 雅之 杉並学院中3 志村 拓紀 羽村第一中2

木元 幸多郎 聖学院中3 大川 黎華龍 聖学院中2

競技委員長　川　島　英　雄
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