
平成29年度　東北高等学校ゴルフ連盟　加盟者研修会　(宮城県会場）
Ｎｏ 参加者名 よみがな 学校名 学年 カテゴリー
1 阿部　修也 ｱﾍﾞｼｭｳﾔ 石巻高等学校 1 高校男子
2 荒井　竜之進 ｱﾗｲﾀﾂﾉｼﾝ 黒川高等学校 2 高校男子
3 相澤　璃央 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｵ 黒川高等学校 3 高校男子
4 早坂　隆生 ﾊﾔｻｶ ﾘｭｳｷ 黒川高等学校 3 高校男子
5 武藤　遥也 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾔ 黒川高等学校 3 高校男子
6 鷲尾　大樹 ﾜｼｵ ﾀﾞｲｷ 黒川高等学校 3 高校男子
7 庄子　拓馬 ｼｮｳｼﾞﾀｸﾏ 仙台育英学園高等学校 3 高校男子
8 千葉　禅 ﾁﾊﾞｾﾞﾝ 仙台育英学園高等学校 3 高校男子
9 高橋　黎 ﾀｶﾊｼﾚｲ 仙台南高等学校 2 高校男子
10 小形　陸 ｵｶﾞﾀﾘｸ 東北高校 3 高校男子
11 白石　星南 ｼﾛｲｼｾﾅ 東北高校 3 高校男子
12 村本　涼 ﾑﾗﾓﾄﾘｮｳ 東北高校 3 高校男子
13 森崎　怜 ﾓﾘｻｷﾚﾝ 東北高校 3 高校男子
14 渡邉　悠斗 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳﾄ 東北高校 3 高校男子
15 佐藤亮太朗 ｻﾄｳﾘｮｳﾀﾛｳ 東北高校 2 高校男子
16 伯耆田　晴太 ﾎｳｷﾀﾞﾊﾙﾀ 東北高校 2 高校男子
17 真壁　英路 ﾏｶﾍﾞﾋﾃﾞﾐﾁ 東北高校 2 高校男子
18 山本　大雅 ﾔﾏﾓﾄﾀｲｶﾞ 東北高校 2 高校男子
19 倉林　太聖 ｸﾗﾊﾞﾔｼﾀｲｾｲ 東北高校 1 高校男子
20 廣澤　京平 ﾋﾛｻﾜｷｮｳﾍｲ 東北高校 1 高校男子
21 和知　快斗 ﾜﾁｶｲﾄ 東北高校 1 高校男子
22 川崎　孔太郎 ｶﾜｻｷｺｳﾀﾛｳ 東北高校 1 高校男子
23 府川　洸己 ﾌｶﾜｺｳｷ 東北高校 1 高校男子
24 阿部　将也 ｱﾍﾞﾏｻﾔ 名取北高等学校 2 高校男子
25 南澤　莉佳子 ﾐﾅﾐｻﾜﾘｶｺ 仙台育英学園高等学校 1 高校女子
26 上杉　梨乃 ｳｴｽｷﾞﾘﾉ 東北高校 3 高校女子
27 木村　怜衣 ｷﾑﾗﾚｲ 東北高校 3 高校女子
28 久保田　さくら ｸﾎﾞﾀｻｸﾗ 東北高校 3 高校女子
29 佐田　菜摘 ｻﾀﾞﾅﾂﾐ 東北高校 3 高校女子
30 水津　彩花 ｽｲﾂｱﾔｶ 東北高校 2 高校女子
31 竹本　梨奈 ﾀｹﾓﾄﾘﾅ 東北高校 2 高校女子
32 七宮　紀美佳 ﾅﾅﾐﾔｷﾐｶ 東北高校 2 高校女子
33 新田　律岬 ﾆｯﾀﾘｻｷ 東北高校 2 高校女子
34 野辺奈々子 ﾉﾍﾞﾅﾅｺ 東北高校 2 高校女子
35 藤原　芽衣 ﾌｼﾞﾜﾗﾒｲ 東北高校 2 高校女子
36 大須賀　望 ｵｵｽｶﾞﾉｿﾞﾐ 東北高校 1 高校女子
37 郡山　瞳 ｺｵﾘﾔﾏﾋﾄﾐ 東北高校 1 高校女子
38 佐々木　稚梨 ｻｻｷﾜｶﾅ 東北高校 1 高校女子
39 佐藤　李美 ｻﾄｳﾘﾐ 東北高校 1 高校女子
40 伊藤　さくら ｲﾄｳｻｸﾗ 東北高校 1 高校女子
41 工藤　未望 ｸﾄﾞｳﾐﾅﾐ 東北高校 1 高校女子
42 藤原　咲耶 ﾌｼﾞﾜﾗｻﾔ 東北高校 1 高校女子
43 吉住　百加 ﾖｼｽﾞﾐﾓﾓｶ 東北高校 1 高校女子
44 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷﾕｳﾀﾞｲ 川崎町立川崎中学校 1 中学男子
45 黒澤　大輝 ｸﾛｻﾜﾀﾞｲｷ 仙台市立高森中学校 3 中学男子
46 宝泉　研輝 ﾎｳｾﾝｹﾞﾝｷ 仙台市立高森中学校 3 中学男子
47 庄司　健竜 ｼｮｳｼﾞﾀｹﾙ 仙台市立町名ヶ丘中学校 1 中学男子
48 原田　竜成 ﾊﾗﾀﾞﾘｭｳｾｲ 富谷町立成田中学校 2 中学男子
49 三浦　琴未 ﾐｳﾗｺﾄﾐ 大崎市立鹿島台中学校 3 中学女子
50 芳賀　幸瞳 ﾊｶﾞｺｳﾐ 寒河江市陵東中学校 1 中学女子
51 阿曽　帆夏 ｱｿﾎﾅﾂ 酒田市立第三中学校 2 中学女子
52 及川　栞奈 ｵｲｶﾜｶﾝﾅ 仙台市立広瀬中学校 3 中学女子
53 鶴瀬　華月 ﾂﾙﾔｶｹﾞﾂ 仙台市立南吉成中学校 3 中学女子
54 伊藤　ひより ｲﾄｳﾋﾖﾘ 仙台市立八乙女中学校 1 中学女子
55 櫻井　梨央 ｻｸﾗｲﾘｵ 仙台市立吉成中学校 2 中学女子
56 秋葉　怜奈 ｱｷﾊﾞﾚｲﾅ 天童市立第三中学校 1 中学女子


