
平成22年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技

組合わせおよびスタート時間表 於:浜野ゴルフクラブ

参加者数　86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

山岸 風太 湘南学園中2 ユーバンク 誠ケーヴァン ｙｏｋｏｓｕｋａ　ｍｉｄｄｌｅ　ｓｃｈｏｏｌ中3 櫛山 勝弘 日の出中1 平野 海里 茅ヶ崎中2

吉野 達也 綾北中3 原田 大雅 湘南台中1 木間塚 大河 名瀬中1 佐藤 克哉 領家中3

古舘 健太 桜台中1 鈴木 海渡 多古中2 伊藤 貴弘 多古中3 小室 順 慶應義塾普通部中2

本多 将幸 日本大学中2 大徳 貴洸 今泉中3

上野 晃紀 中原中1 向後 実洋 岡津中3 武田 大輔 山手学院中2 岩橋 和輝 南戸塚中3

染谷 大貴 第五中3 鈴木 海斗 千倉中1 山田 英斉 鎌ヶ谷中2 山本 光人 森村学園中2

中川 雄飛 ちはら台南中1 松岡 優太朗 花園中1 岡田 絃希 日の出中1 毛利 基文 多古中1

早川 敬 上溝南中3 木村 拓海 日本大学中3 磯井 怜 根郷中3 押田 凌大郎 大網中2

野呂 涼 小見川中1 小泉 正樹 千葉日本大学第一中3 三浦 大河 藤野中1 鈴木 佑一郎 野栄中3

松坂 綾太 日本大学中2 一瀬 裕紀 西中原中1 姜 秀一 北中3 茂木 大 港南中3

満留 一瑳 湖北台中3 石井 康嗣 多古中3 趙 成賢 西中2 定成 弥 すすき野中1

伊藤 寛明 畑沢中2 横瀬 豪 湊中3 山口 開 向丘中1 宇野 信宏 牧野原中2

赤塚 成斗 麗澤中3 金田 直之 土中3

安間 魁 岩崎中2 田村 亮 日本大学中2

小松 拓夢 南中3 田澤 大河 すすき野中3

野村 将寛 保土ヶ谷中2 太田 裕貴 日本大学中3

佐久間 隼人 南瀬谷中3 榎本 翔汰 大船中3

大原 健陽 明海中2 土屋 利之 海西中3

大塚 大樹 湊中2 長崎 拓実 蘇我中1

松木 圭 鎌ヶ谷中1 中村 真一 志学館中3

平石 健太 酒井根中3 谷 優太郎 法政大学第二中3

森本 勝昌 姉崎東中3 渡部 省吾 姉崎東中3

河田 桂 桐蔭学園中3 遠藤 慎之介 有秋中2

千村 真之介 習志野台中2 會田 侑希 森村学園中等部中2

奥村 涼 和名ヶ谷中3 矢口 崚太 多古中3

水嶋 佑介 市場中3 照沼 純平 千葉日本大学第一中1

吉本 裕貴 第五中2 福村 祐人 相陽中2

下村 弘太郎 高津中1 西原 滝翔 大学教育人間科学部付属横浜中1

湯本 開史 大穴中1 加瀬 哲弘 千葉日本大学第一中3

松本 雄友 八街中央中2 高野 碧輝 第二中2

神 佳郎 第一中2 阿部 郁蔵 大津ヶ丘中2

荒井 一輝 第2中3 伊藤 智哉 我孫子中1

競技委員長　笠 川 　喜 久 男
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男子12歳～14歳の部　第2ブロック 平成22年7月20日（火）
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