
会場：

期日：
エントリー： 76名

出場： 73名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 清水 大翔 開志国際高1 70 (36、34) 岩沢 暁冴 千葉黎明高2 79 (38、41)

2 河内 勝行 千葉大宮高3 72 (38、34) 42 山口 翔 日大一高2 80 (38、42)

梅津 慶士 拓大紅陵高3 72 (36、36) 目黒 球童 新潟産業大附属高1 80 (37、43)

4 東城 幸翼 開志国際高1 73 (37、36) 44 相馬 和樹 千葉黎明高1 81 (41、40)

岡田 圭太 IMGアカデミー高2 73 (36、37) 岩舘 輝 印旛明誠高3 81 (39、42)

小林 拳史郎 西武台千葉高1 73 (35、38) 篠原 株登 開志国際高3 81 (39、42)

7 佐々木 愁也 拓大紅陵高3 74 (40、34) 井原 史韻 千葉工業高3 81 (38、43)

高橋 夢人 開志国際高2 74 (38、36) 48 山田 空 ISEインターナショナル高2 82 (42、40)

小林 龍生 千葉学芸高2 74 (38、36) 楠原 竜太朗 韮崎高1 82 (41、41)

金 勁旻 千葉大宮高3 74 (37、37) 小川 大輔 千葉黎明高2 82 (41、41)

鈴木 聡馬 千葉黎明高1 74 (37、37) 51 飯塚 敬吾 千葉黎明高2 83 (43、40)

建守 千都 糸魚川高2 74 (36、38) 52 森崎 功成 日大一高2 84 (44、40)

勝俣 翔 拓大紅陵高2 74 (36、38) 柿本 虹汰 千葉黎明高1 84 (42、42)

14 赤塚 将成 麗澤高1 75 (40、35) 押田 叡進 佐原高1 84 (40、44)

風岡 衣杏 甲府南高2 75 (40、35) 55 駿河 晴翔 千葉日大一高1 85 (44、41)

菅野 義稀 拓大紅陵高1 75 (38、37) 込山 要 拓大紅陵高3 85 (42、43)

石谷 竜月希 西武台千葉高1 75 (37、38) 國澤 怜能 日大一高1 85 (42、43)

櫻井 新樹 山梨学院高2 75 (37、38) 58 山﨑 敦彦 西武台千葉高3 87 (44、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 根岸 伶温 日大一高1 87 (43、44)

細谷 朋生 千葉学芸高3 75 (36、39) 並木 大智 千葉黎明高1 87 (41、46)

20 関 駿斗 開志国際高1 76 (38、38) 61 関田 健人 日大一高1 88 (44、44)

小川 真之介 開志国際高2 76 (37、39) 植頭 駿迪 西武台千葉高3 88 (41、47)

川畑 京太郎 松戸高1 76 (36、40) 63 牧田 隼之助 千葉学芸高1 89 (45、44)

矢野 辰典 拓大紅陵高3 76 (36、40) 近藤 駿介 西武台千葉高1 89 (42、47)

渡辺 省吾 日川高1 76 (36、40) 65 坪 佑翼 佐原高1 90 (44、46)

安蒜 真輝 西武台千葉高1 76 (36、40) 平山 威虎 千葉学芸高1 90 (42、48)

萩原 健斗 韮崎高2 76 (36、40) 67 内野 椋太 日大一高3 91 (48、43)

27 鄭 優星 千葉黎明高1 77 (39、38) 68 佐川 翔哉 千葉学芸高2 95 (50、45)

井関 陸人 開志国際高3 77 (39、38) 69 滝瀬 一輝 千葉日大一高2 98 (48、50)

佐藤 凌乃介 開志国際高2 77 (38、39) 70 宮崎 康汰 千葉学芸高2 99 (49、50)

猪野 匠真 千葉学芸高2 77 (38、39) 71 美濃 翔太 日大一高3 100 (49、51)

奥村 礼惟 拓大紅陵高1 77 (38、39) 72 木村 栄作 日大一高3 103 (51、52)

中川 拓海 千葉黎明高2 77 (37、40) 棄権 谷口 康太郎 開志国際高2

33 紺野 秀倖 千葉黎明高1 78 (41、37) 欠場 芦沢 悠 日本航空高3

山田 剣臣 開志国際高1 78 (40、38) 欠場 丁 志優 千葉大宮高3

金田 卓己 拓大紅陵高2 78 (39、39) 欠場 小嶋 賢太郎 日大一高2

前田 知紀 拓大紅陵高3 78 (39、39)

斎藤 大輝 新潟産業大附属高3 78 (38、40)

朝日向 雅 西武台千葉高1 78 (37、41)

39 千葉 竜聖 杉並学院高3 79 (40、39)

宮内 遼河 千葉学芸高3 79 (39、40)

7月17日(火)

平成30年関東ジュニアゴルフ選手権関東ブロック予選競技男子15歳～17歳の部

日高カントリークラブ　東・西コース( 6816Yards   Par 72 )


