
平成16年度 第25回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 男子12歳～14歳の部

於： 紫カントリークラブ・すみれコース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 薗田 峻輔 ｸｰﾒﾗｱﾝｸﾞﾘｶﾝ9

2 -1 71 石川 遼 松伏二中1 髙野 隆 新潟大長岡中3

4 0 72 北川 祐生 修徳中2 佐藤 秀憲 玉縄中1 高田 聖斗 城東中1

7 +1 73 井口 将志 駿台甲府中2

8 +2 74 近藤 孝宣 西川中3 中島 拓也 小山二中1 山野井賢祐 佐野日大中1

11 +3 75 櫻井 將大 草津中3 保田 和貴 土浦三中1

13 +4 76 小平 智 三鷹六中3 佐藤 宇紘 埼玉平成中1

15 +5 77 大槻 智春 神栖四中3 長船 佑紀 東金中1 河辺 拓也 浜松日体中3 小袋 秀人 上飯田中1

佐藤 匠 砧中2 佐藤 博史 八街北中2 中島 涼太 川越富士見中2 一柳 光輝 内原中3

松本 直諭 新島学園中3

24 +6 78 伊山 祐介 蓮沼中1 木崎 亮太 石岡府中中1 竹内 法実 市川四中1

27 +7 79 岩崎 誠 茂原南中3 海老原秀聡 新館中3 大久保太朗 富士岡中3 岡田 勝麻 若松中3

狩野 純平 泉谷中3 久我 悠太郎 那須中3 鈴木 崇仁 立教新座中3 高柳 大 大泉南中2

野田 早人 立正中3 百瀬 力弥 瑞穂野中3

37 +8 80 荒井 健人 高輪中2 大塚 智之 東松山東中2 尾崎 貴将 青山学院中2 桜井 崇弘 立正中2

松岡 利樹 並榎中3 森井 裕太 滝ノ沢中3

43 +9 81 秋本 久成 陽北中3 片山 純一 日大一中3 桜井 勝之 六本木中2 内藤 慶 入船中1

西岡 登志明 埼玉平成中3 光 佑樹 小見川中2

49 +10 82 篠原 慶太 上野中2 堀川 佳夢偉 有馬中2 森 鯨人 小金井南中3 矢代 直仁 越智中1

渡邉 裕太 若草中3

54 +11 83 近藤 雅大 西武台中3

55 +12 84 小林 克也 芦原中1 高瀬 大和 黒田原中2

57 +13 85 梅山 知宏 真岡西中1 河西 真理 南西中2 高橋 佑多 高津中3 田中 強 上平中1

谷口 祥太郎 埼玉平成中2 中村 貴至 上柴中2 渡邊 春希 瑞穂野中1

64 +14 86 石井 魁人 赤塚三中1 遠藤 慶祐 茗渓学園中2 北市 将明 泉谷中1 小林 捷 三島北中1

冨岡 祐希 多古中3 森本 恩星 佐野日大中1 渡辺 悠太 松戸四中1

71 +15 87 安藤 澄周 関東学院中1 小島 仁志 大増中2 佐藤 大悟 多古中3 渡邉 賢 東橘中2

75 +16 88 菅澤 光彬 多古中3 中野 智章 日大一中3 中本 裕基 牛込二中3 西 祐介 日大一中3

堀 将聡 青梅二中3 三木 龍馬 埼玉平成中2

81 +17 89 嶋津 幸樹 敷島中3 嶋野 大地 見明川中1 島 悠太郎 光ヶ丘中1 日置 智己 攻玉社中1

東田 海 大根中1 平出 馨太 上条中3

87 +18 90 李 善鎬 新宿学園中3 岩間 竜一郎 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ1 内野 敬民 埼玉栄中3 神保 慧 村上中2

91 +19 91 井出 千曲 野沢中3 小澤 拓真 城東中1 倉本 貴弘 武相中2 木幡 周 冨岡東中1

斎藤 慎太郎 千葉日大一中3 杉山 祥 暁秀中3 服部 昇平 千葉日大一中1 樋口 健太郎 日の出中1

谷田貝達也 六角橋中1

100 +20 92 丸山 卓也 天戸中1 八尾 祥吾 聖望学園中1

102 +21 93 岡本 周作 枡形中3 柿沼 慶祐 入間川中1 斉藤 光 上原中1

105 +22 94 飯田 達也 日大一中1 今田 駿作 聖学院3 藤田 陵 小須戸中3 山口 拓也 日大三中2

109 +23 95 飯山 大輝 湊中1 石川 正平 敷島中3 市原 弘章 南山中3 大野 昌彦 立正中3

山内 慎平 青島中2

114 +24 96 椿 晋一 日大一中3 永渕 圭祐 湊中1 畑崎 俊 明治学院中3 樋口 雄太郎 日の出中3

118 +25 97 貝瀬 裕紀 日大一中3 河村 拓磨 御堂中1

120 +26 98 佐藤 文太 浜松日体中2

121 +27 99 島田 諒人 暁秀中3

122 +28 100 池田 陽太 武蔵工大中3 木内 健人 小見川中3

124 +29 101 草柳 航 多古中2

125 +30 102 加藤 貴司 日大一中2 髙原 雄輝 清明学園中1 安田 利幸 明大中野中3

128 +31 103 田島 成寿 日大一中1

129 +32 104 角 怜央称 日大一中2

130 +33 105 秋葉 涼 京北中3 岡下 慎吾 聖ヶ丘中2 坂本 透 光ヶ丘二中3

133 +36 108 新井 優佳 修徳中2 川口 修史 埼玉平成中3 望月 裕太 山梨大附属中3

136 +37 109 胡浜 将平 狛江二中2

137 +38 110 上山 遼 修徳中2 常泉 陽介 高輪中2 三海 純 日大一中2

140 +39 111 中村 寛人 蘇我中3

141 +40 112 片岡 将樹 白子中1 高橋 翔 鹿沼東中2

143 +41 113 西山 明典 日大一中2 久富 正太郎 帝京八王子中1

145 +46 118 山口 晃治 日大中3

146 +48 120 矢部 眞伍 東山中1

147 +49 121 長谷川晃太 日野三中1

148 +73 145 長谷部勝浩 日大中3

失格 菊地 史也 坂本中2 酒井 勇輝 京北中1

棄権 児島 孝樹 高根中2 小松 馨 小山二中1 鶴田 雄司 慶應中等部1 吉沢 啓之 立正中1

欠場 中村 隼 関城中3 西尾 大介 秀明大八千代中1 堀田 佑志 荒川中1

平成16年7月20日

以上予選通過


