
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6、7ブロック 於:紫カントリークラブ・すみれコース

組合わせおよびスタート時間表 第6ブロック：62名

第7ブロック：84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

酒井 和史 高崎経済大学附属高3 間取 実樹也 船橋啓明高3 染宮 慶 佐野日本大学高3 奥村 涼 印旛明誠高1

北山 健太郎 佐野日本大学高2 宇賀神 遥 鹿島学園高2 遠藤 将也 佐久長聖高2 菅原 和穗 拓殖大学紅陵高3

望月 勇 佐久長聖高2 鈴木 康祐 拓殖大学紅陵高1 成井 雄太 開志学園高2 矢口 崚太 千葉学芸高1

酒井 南雄人 千葉学芸高3 横川 康祐 つくば工科高2

満木 翔太 新潟産業大学附属高2 長谷川 望 水城高1 高橋 昌也 佐久長聖高2 磯 佑太 水城高1

齋藤 和也 軽井沢高3 岩崎 翔 千葉学芸高3 佐藤 礼欧 佐野日本大学高3 植田 哲男 千葉学芸高3

喜多村 龍 佐野日本大学高1 平山 慧和 多古高2 酒井 翔 小山城南高2 小川 遼太郎 鹿島学園高1

丸山 雄也 佐久長聖高2 村島 雅弘 拓殖大学紅陵高3 広田 泰斗 長野日本大学高1 常枝 瑞樹 長生高2

山崎 将史 八海高3 姜 秀一 千葉学芸高1 長谷川 楓弥 作新学院高3 佐久間 隼人 拓殖大学紅陵高1

宮川 将 作新学院高1 林 堅也 多古高3 深堀 雷斗 佐野日本大学高2 吉岡 栄徴 佐倉高3

藍川 朋久 佐野日本大学高2 渡部 省吾 拓殖大学紅陵高1 佐藤 智駿 太田高2 伯川 貴哉 印旛明誠高1

須田 達也 共愛学園高3 桜井 祐一 鹿島学園　市川高2 井上 貴仁 佐久長聖高1 丹波 大 千葉学芸高2

若杉 育海 開志学園高1 染谷 大貴 松戸南高1 岩橋 和輝 佐野日本大学高1 小岩井 亮輔 鹿島学園高3

沼口 晋太朗 佐野日本大学高3 持田 泰誠 下館第二高2 大沢 啓一郎 共愛学園高3 佐戸 理人 千葉学芸高1

細井 敬史 作新学院高3 吉野 達也 拓殖大学紅陵高1 大城 遼太郎 佐野日本大学高2 関 翔大 水城高1

竹内 昂我 佐野日本大学高2 後藤 哲慎 西武台千葉高3 栗林 大貴 新潟産業大学附属高3 内山 優介 拓殖大学紅陵高2

小此木 裕貴 共愛学園高1 原 佑介 拓殖大学紅陵高3 佐々木 恭太郎 ディキシー高2 岩橋 史弥 水城高3

荻原 将太 蓼科高3 中村 真一 志学館高1 六本木 将嘉 佐野日本大学高3 伊藤 良輔 鎌ヶ谷西高1

大関 雅章 作新学院高2 箕手 梓元 鹿島学園高3 小林 京太郎 新発田高2 圓田 龍之介 拓殖大学紅陵高2

佐藤 賢哉 佐野日本大学高1 倉持 光成 西武台千葉高2 渡辺 和秀 新潟産業大学附属高1 松本 雄友 千葉学芸高1

須崎 友貴 佐野日本大学高3 宮内 孝輔 千葉学芸高1 久保田 健介 佐久長聖高3 櫛山 卓哉 麗澤高3

石川 雄姿 共愛学園高1 中辻 正裕 鹿島学園高2 半田 匠佳 佐野日本大学高1 水嶋 佑介 拓殖大学紅陵高1

石塚 堅介 新潟産業大学附属高3 大金 高平 佐和高3 高橋 朋宏 開志学園高2 北島 光将 佐原高2

大森 友貴 新発田南高2 齊藤 翔太 拓殖大学紅陵高2 李 承兌 佐野日本大学高1 横瀬 豪 千葉学芸高1

馬場 幹太 佐久長聖高3 小泉 正樹 千葉日本大学第一高1 平久井 理 佐野日本大学高2 高橋 陸 水城高3

齋藤 龍太 佐野日本大学高1 内堀 翔伍 鹿島学園高3 古橋 悠太郎 作新学院高1 新実 大輔 鹿島学園高2

高柳 力 作新学院高3 鈴木 孝康 拓殖大学紅陵高2 渡辺 貴義 佐野日本大学高1 荒井 一輝 印旛明誠高1

飯島 修平 関東学園大学附属高2 小林 義和 西武台千葉高2 阿久戸 建児 共愛学園高3 塙 翔太 千葉学芸高2

浅見 雄大 佐野日本大学高3 金田 直之 拓殖大学紅陵高1 横塚 康平 佐野日本大学高3 永渕 健太 千葉学芸高3

岡部 将史 関東学園大学附属高2 木田 壮太 水城高2 森本 幹也 新潟産業大学附属高3 磯井 怜 拓殖大学紅陵高1

久野 勇輝 佐久長聖高2 坂巻 碧 西部台千葉高1 二階堂 源也 佐久長聖高1 栗田 広毅 西武台千葉高2

見田 和也 開志学園高1 劉 慧星 千葉学芸高3 古澤 集 作新学院高2 森川 貴裕 東京学館高1

松尾 慎之介 千葉学芸高3 千葉 洸平 鹿島学園高3 赤塚 成斗 麗澤高1

向後 実洋 拓殖大学紅陵高1 飯田 海 昭和学院高1 久我 拓也 千葉学芸高2

佐戸 宥哉 土気高2 多胡 公博 多古高2 荘司 将貴 鹿島学園高1

岩瀬 光 鹿島学園高1 野口 貴史 千葉学芸高2 行方 真史 多古高3

小川 文也 鹿島学園高3 松丸 壽秀 東京学館浦安高2

石原 航輝 水城高1 鈴木 佑一郎 千葉学芸高1

福本 裕也 千葉学芸高2 水上 晃一 千葉日本大学第一高3

森本 勝昌 拓殖大学紅陵高1 木元 幸多郎 拓殖大学紅陵高1

競技委員長　坂﨑　
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