
平成23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3、4ブロック 於:船橋カントリー倶楽部

組合わせおよびスタート時間表 第3ブロック：78名

第4ブロック：74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

馬場 隆成 立教池袋高2 坂場 将希 駒場学園高1 沼沢 慧太 立教池袋高3 加藤 誠彦 法政大学高3

柳川 直哉 青山学院高3 永田 充史 明治大学付属中野高3 鈴木 優士郎 高輪高2 山崎 泰志 実践学園高2

唐鎌 亮太 日本大学第一高1 安羅岡 一眞 堀越高2 小林 奨 日本大学第一高1 大内 太貴 明治大学付属中野高3

岡本 政三 郁文館高2 恩田 英太 明治大学付属中野高1 高橋 晋伸輔 立教池袋高2 照沼 恭平 早稲田実業高2

藤波 怜於南 立教池袋高3 高山 恵輔 実践学園高3 中本 将仁 安田学園高3 石坂 健闘 明治大学付属中野高3

尾崎 泰平 日本大学第一高2 池 貴信 杉並学院高2 小林 史弥 日本大学第一高1 坂場 大希 駒場学園高1

佐藤 一輝 立正高1 渋谷 誠 駒場学園高2 麻布 貴浩 学習院高2 籏野 裕 玉川学園高2

椿 亮 日本大学第一高3 宇津見 剛 明治大学付属中野高3 鶴田 貴也 代々木高1 濱野 匠 鹿島学園　町田高1

荒川 智海 学習院高2 杉本 雅之 杉並学院高1 田村 俊樹 安田学園高3 帯瀬 航太 明治大学付属中野高2

江上 典王 青山学院高3 竹田 有稀 早稲田大学高等学院高3 伊藤 佑馬 日本大学第一高2 西川 真央 早稲田大学高等学院高3

大網 将平 駒場高1 工藤 正太 駒場学園高2 内山 孝志朗 学習院高1 岡崎 優 早稲田実業高2

川上 裕貴 立教池袋高2 大巾 隼弥 明治大学付属中野高1 澤田 康弘 暁星高2 高橋 大輔 明治大学付属中野高3

桐生 晃太郎 文教大学付属高1 横田 圭祐 駒場学園高3 伊藤 昌志 聖学院高1 諸角 文紀 堀越高2

岡田 健吾 日本大学第一高3 サラス 大地 堀越高2 佐藤 一弥 文教大学付属高3 熊澤 祐一郎 日本大学第三高1

前畑 佳輝 聖学院高1 田渕 恭平 日本大学櫻丘高3 佐々木 優雅 日本大学第一高1 東 隼也 駒場学園高2

三澤 達也 安田学園高2 廣長 恭平 松原高2 佐藤 正晴 立教池袋高1 西川 佳介 実践学園高3

前田 航希 立教池袋高1 小宮 健太 駒場学園高3 三近 友亮 青山学院高3 藤川 守 杉並学院高1

馬場 祐之介 立正高1 大瀧 昌輝 明治大学付属中野高1 三森 將史 目黒学院高2 間宮 一貴 明治大学付属中野高3

新谷 将士 日本大学第一高3 吉川 大介 早稲田大学高等学院高3 下浦 巧 日本大学第一高3 榎本 泰貴 法政大学高2

青木 友翼 立教池袋高3 飯野 優生 杉並学院高1 田中 翔 日体荏原高3 牧野 憲太 明治大学付属中野高3

岩佐 隆佑 日本大学第一高2 鈴木 宏和 早稲田実業高2 石田 健太 日本大学第一高2 丸 詩門 啓明学園高1

菅田 和也 立正高3 倉田 一輝 明治大学付属中野高2 名古屋 健斗 国学院高1 高橋 拓也 早稲田大学高等学院高2

青戸 遼市朗 学習院高1 町田 拓也 日本大学櫻丘高3 木村 祐太 立正高2 荻島 俊介 杉並学院高1

梅木 信吾 立正高3 金 智宇 堀越高2 荒井 優輝 文教大学付属高3 平石 健太 堀越高1

橋本 隆広 安田学園高2 米田 雅 明治大学付属中野高3 青柳 憲尚 聖学院高2 松沢 拓海 早稲田実業高2

宮崎 一真 日本大学第一高1 椿 和也 玉川学園高1 土居 雅典 日本大学第一高3 田中 涼太 明治大学付属中野高1

小島 一宏 文教大学付属高2 小林 一輝 駒場学園高2 島崎 晃太郎 開成高1 小野田 将春 駒場学園高3

酒井 柾輝 京北学園白山高2 西村 雅貴 杉並学院高1 星野 友博 聖学院高1 森坂 塁 明治大学付属中野高3

松本 雄貴 立教池袋高3 森下 愛久 中央大学附属高3 竹田 将大 日本大学第一高2 林 雅人 堀越高1

籠谷 卓也 日本大学第一高1 渡邊 一義 駒場学園高2 橋向 恵生 立正高1 佐藤 健太 日本大学櫻丘高3

畔田 賢斗 目黒学院高2 佐藤 恒太 早稲田大学高等学院高3 長野 健史 昭和第一高3 岡本 泰生 玉川学園高2

佐藤 公一郎 日本大学第一高3 伴 浩太 東京大学教育学部附属高1 大和田 健斗 立教池袋高3 加治屋 舜介 杉並学院高1

浅野 友輝 安田学園高2 福田 慈英 堀越高2 品本 優 立正高1 加藤 裕明 玉川学園高3

松尾 翔 青山学院高3 井坂 誠 明治大学付属中野高1 前田 雅樹 昭和第一高2 大木 勇人 明治大学付属中野高1

城倉 孝典 立正高1 柏原 晨吾 啓明学園高3 小田島 拓也 日本大学第一高3 児玉 竜一 駒場学園高2

角田 翔洋 安田学園高2 工藤 裕樹 実践学園高3 槙島 太一 立教池袋高3

杉本 将希 立正高2 長谷 一樹 法政大学高1 井上 裕汰 多摩大学目黒高2

小林 隆一 日本大学第一高1 内宮 一宜 明治大学付属中野高2 佐々木 亮雅 日本大学第一高1

森田 拓光 立教池袋高3 西川 勇太 杉並学院高1 藤井 潤平 立正高1

競技委員長　酒　巻　一　生

平成23年7月19日（火）
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