
2021年 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　15〜17歳の部 76名

12〜14歳の部 40名
1番よりスタート 10番よりスタート 於：カレドニアン・ゴルフクラブ(7,032yards Par71)

岩井 礼歩 小出中1 78 全 允浩 埼玉栄高2 85 古澤 泰樹 清水七中2 87 小林 大河 西武台千葉高3 69
出口 千加志 友部中3 75 清水 蔵之介 目黒日大高1 86 金久保 太樹 早稲田中2 86 岩井 光太 埼玉栄高2 74
園部 大翔 西中2 79 吉沢 己咲 本圧一高2 69 三橋 悠之介 森村学園中2 83 島貫 海輝登 代々木高2 79

隅内 雅人 水戸啓明高2 73 井上 笑慈 伊勢崎あずま中3 75 阿出川 宗哉 立教池袋高2 86
武井 大也 笠懸南中1 80 松枝 靖悟 佐野日大高3 78 宇田川 理茶度 青葉中2 82 昌山 大暉 立教池袋高3 79
髙坂 信一郎 浜松湖東中2 79 石川 巧 作新学園高3 74 橋詰 海斗 栖吉中3 74 柏俣 結生 早稲田実業高3 78
竹花 颯汰 大相模中2 80 相原 涼汰 埼玉栄高2 80 佐々木 俊輔 烏山中3 82 小屋 将一朗 共愛学園高3 74
田村 琉煌 渋沢中3 75 黒田 幸太郎 佐久長聖高2 77 亥飼 陽 ウェルネス高1 78
常盤 和也 東中3 74 福士 翔琉 関東学園付属高3 78 中山 大生 成城学園中2 81 佐藤 快斗 埼玉栄高1 71
中山 真尋 立教池袋中3 82 浜中 翔梧 浦和学院高1 82 田中 天晴 明大中野中3 74 岩槻 竜ノ介 拓大紅陵高2 88
金澤 和夢 佐久長聖中1 76 花村 秀太 東海大諏訪高1 72 小林 龍竺 大住中3 77 上村 侑輝 立教池袋高3 87

小田 祥平 開志国際高3 71 八木沢 浩心郎 笠原中3 76 大野 倖 ウェルネス高3 79
平出 陽音 冨塚中3 83 板村 凌太 佐野日大高2 78 村井 啓矩 成城学園中3 80 中野 麟太朗 明大中野高3 69
仲山 剛 ひたち野うしく中2 93 山本 祐生 杉並学院高3 85 相浦 大輝 宮崎中3 77 須田 航平 埼玉栄高2 76
大郷 喜一 太平中2 79 東 亜藍 埼玉栄高2 74 渋井 晃太郎 永田中2 70 平野 誠一 ルネサンス高2 77
山﨑 咲寿 有馬中2 80 津田 雅虎 千葉黎明高3 89 鶴瀬 覇也 千葉黎明高1 76
鈴木 零央 浜松日体中3 86 橘 優空 明大中野八王子高3 84 杉森 拓斗 笠間中2 85 神田 悠貴 浜松日体高2 76
木暮 凌太 柏中2 71 島岡 聖 東海相模高2 78 高橋 翔 松戸二中2 86 小林 翔音 西武台千葉高1 73
水沼 勇太 陽南中1 81 藤井 優音 日大高3 78 関 翔汰 文花中3 82 佐藤 匠真 代々木高2 87
川口 史 大森四中3 79 竹原 佳吾 早稲田実業高3 72 小澤 眞 佐久長聖中2 99 櫻井 稜真 埼玉栄高3 76
本 大志 目黒日大高1 65 金指 統哉 富士市立高2 76 中山 怜音 立教新座中1 80 飯田 悠麿 埼玉栄高1 75
清水 拳斗 代々木高1 78 塚本 恵斗 日大一高1 86 平城 豪大 柏二中3 78 康 翔亮 佐野日大高3 76
栗原 遥大 埼玉栄高1 70 斉藤 隼人 埼玉栄高2 74 上村 大和 市川五中3 77 戸﨑 拓海 日大一高3 80
犬飼 泰我 佐久長聖高1 81 大久保 海 厚木北高1 77 粟野 泰成 国府中2 78 塚越 光玖 正智深谷高3 84
小松 潤 日体大荏原高2 75 星野 豪希 杉並学院高1 76
滝澤 怜央 埼玉平成高2 80 向後 太賀 千葉黎明高3 80
横井 太郎 麻布高2 88 五十嵐 勇翔 埼玉栄高2 83
篠原 雷登 開志国際高3 75 泊 隆太 共愛学園高2 76
上原 大 杉並学院高3 81 伊藤 颯汰 早稲田実業高2 78
仲西 郷 浜松日体高2 77 細谷 幹 ウェルネス高2 73
菱沼 壮太 日大高3 81 松澤 虎大 佐野日大高2 78
平山 幸作 早稲田実業高2 79 坂田 一真 千葉黎明高3 69
難波 大翔 浜松日体高3 77 大村 仁乃 ウェルネス高3 73
齋藤 光 西武台千葉高3 76 藤井 元気 佐久長聖高2 84
竹中 雅貴 明大中野高3 72 中村 大聖 湘南学院高3 76
菅原 大喜 開志国際高2 84 髙梨 倭 杉並学院高2 79

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸

SCORE

7月29日(木)

組 時間 氏　　名 所属 SCORE 組 時間 氏　　名 所属 SCORE 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 SCORE

2 7:11 17 7:16

1 7:00

11 8:50

16

7:33 19

7:05

26 8:55

7:38

5 7:44

9:063 7:22

13 9:12

18 7:27

28 9:17

12 9:01 27

4

2014 9:23 29 9:287:49

9:396 7:55 21

7 8:06 22

15 9:34

9 8:28 24

30

8:33

8 8:17 23 8:22

10 8:39 25 8:44

8:11

8:00


