
2022年 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技(男子)
組み合わせおよびスタート時間表 12～14歳の部 40名

(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 15～17歳の部 75名
於：富里ゴルフ倶楽部(6,812yards Par70)

1番よりスタート 10番よりスタート

粂谷 海翔 栃木東中3 75 佐藤 快斗 埼玉栄高2 69 島田 楽生人 四ツ葉学園中1 82 平野 誠一 ルネサンス高3 79

中山 大生 成城学園中3 79 島岡 聖 東海相模高3 75 宇田川 理茶度 青葉中3 73 柿澤 琢真 法政国際高2 77

武井 大也 笠懸南中2 79 藤田 悠太郎 浜松日体高1 76 水沼 勇太 陽南中2 80 村井 啓矩 成城学園高1 79

渋井 晃太郎 永田中3 69 三橋 颯太朗 佐久長聖高3 71 粟野 泰成 国府中3 75 種村 芽久 拓大紅陵高3 71

原 蓮太朗 古巻中3 89 須藤 晶 明大中野八王子高1 79 新倉 健心 日大三島中3 92 小松 潤 日体大荏原高3 74

松本 律太郎 開進第三中3 83 村山 透矢 関東学園附属高3 75 今屋 大雄 晴海中2 77 寺本 湧亮 日本ウェルネス高1 80

中山 怜音 立教新座中2 73 隅内 雅人 啓明高3 68 山﨑 咲寿 有馬中3 72 志村 由羅 埼玉栄高2 72

内田 空汰 矢中中2 80 東 亜藍 埼玉栄高3 69 金子 未来 小鮎中2 80

青栁 礼羅 丘中3 86 松澤 虎大 佐野日大高3 73 戸村 空汰 霞ヶ関中1 75 井出 太陽 小海高3 85

杉森 拓斗 笠間中3 87 大岩 慶尚 千葉黎明高3 68 髙橋 雅楽助 高輪中3 88 江尻 隼人 正智深谷高3 74

山崎 暖真 志村第一中1 82 坂口 直輝 埼玉栄高2 89 松谷 孝 宮前平中3 81 小林 龍竺 ルネサンス高1 76

木暮 凌太 柏中3 76 田中 天晴 明大中野高1 71 須田 造萌 古河一中3 82 高崎 友輔 埼玉栄高1 80

林田 遼汰 妻沼西中1 83 上村 大和 目黒日大高1 67 成松 峻 田無三中2 90 相原 涼汰 埼玉栄高3 79

荒木 敬太 渋谷教育学園幕張中2 83 滝澤 怜央 埼玉平成高3 79 竹花 颯汰 大相模中3 74 花村 秀太 東海大諏訪高2 76

石井 健梧 武蔵野大学中3 81 栗原 遥大 埼玉栄高2 74 金澤 和夢 佐久長聖中2 82 古屋 智史 正智深谷高3 78

三橋 悠之介 森村学園中3 90 仲西 郷 浜松日体高3 73 大郷 喜一 太平中3 74 岩国 佑来 千葉黎明高3 72

小林 麟太郎 日の出中3 74 近藤 直杜 瀬谷高2 77 髙橋 亮央 立教新座中2 80 熊谷 地陽 埼玉栄高3 74

番匠 信幸 藤が岡中3 79 神谷 至道 鹿島高3 76 古澤 泰樹 清水七中3 87 中原 拓飛 明大中野八王子高1 75

髙坂 信一郎 浜松湖東中3 78 黒田 幸太郎 佐久長聖高3 77 辛 宇振 早稲田実業中2 83 清水 蔵之介 目黒日大高2 72

仙澤 綾人 玉穂中2 78 平泉 驍 クラーク記念国際高3 68 渡邉 日向 清原中2 77 下村 剛 佐野日大高2 77

金指 統哉 富士市立高3 67 金子 愼之介 日本ウェルネス高2 75 川口 史 千葉黎明高1 73 岩井 光太 埼玉栄高3 72

星野 豪希 杉並学院高2 69 羽部 大輝 拓大紅陵高2 79 中山 真尋 立教池袋高1 75 島貫 海輝登 代々木高3 75

井上 壮人 代々木高3 84 犬飼 泰我 佐久長聖高2 77 神田 悠貴 浜松日体高3 67 橋詰 海斗 開志国際高1 71

全 允浩 埼玉栄高3 78 片岡 謙 慶應高2 82

吉沢 己咲 本庄一高3 70 中川 虎ノ介 作新学院高2 72

阿出川 宗哉 立教池袋高3 78 小林 翔音 西武台千葉高2 72

川崎 凌 明大中野高1 81 澤田 竜成 千葉黎明高2 74

渡辺 大輔 埼玉栄高3 87 平山 幸作 早稲田実業高3 76

泊 隆太 共愛学園高3 70 安孫子 大祐 作新学院高2 75

小原 力 セント・メリーズINS高3 76 清水 拳斗 代々木高2 71

関 翔汰 開志国際高1 78 天野 一希 麗澤高3 82

水野 良成 日体大荏原高3 86 李 宗陽 玉川学園高2 75

齋藤 裕 埼玉栄高1 71 本 大志 目黒日大高2 72

菅原 大喜 開志国際高3 82 末広 大地 新発田高3 78

佐藤 匠真 代々木高3 79 亥飼 陽 日本ウェルネス高2 72

※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28日(木)
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