
平成19年度 第28回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 男子15歳～17歳の部 Gブロック

於： 紫カントリークラブ・すみれコース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -6 66 黒宮 幹仁 水城1

-5 67

2 -4 68 保田 和貴 つくば開成高1

-3 69

3 -2 70 岩崎 誠 長生高3 河村 拓磨 鹿島学園1 最所 昌弘 千葉学芸3

6 -1 71 小林 曜 拓大紅陵3 長船 佑紀 鹿島学園1 草柳 航 多古高2 谷田貝達也 鹿島学園1

小袋 秀人 鹿島学園1

11 0 72 中村 貴至 鹿島学園2

12 +1 73 嶋野 大地 鹿島学園1 内藤 慶 鹿島学園1

以上、予選通過

14 +2 74 飯田 達也 鹿島学園1 佐藤 大悟 多古高3 木﨑 亮太 水城1

17 +3 75 海老原秀聡 水城3

18 +4 76 上江田航 鹿島学園2 西尾 大介 セントスティーブンス1 伊能 智規 水城1 光 佑樹 鹿島学園2

竹内 法実 鹿島学園1

23 +5 77 高瀬 大和 水城2 佐藤 博史 千葉学芸2 石井 賢嗣 多古高2 服部 昇平 千葉日大一高1

大井 勇輝 千葉日大一高1

28 +6 78 近藤 雅大 西武台千葉3 片岡 将樹 茂原高1

30 +7 79 斎藤 慎太郎千葉日大一高3 小泉 匡稔 水戸農業3 富沢 拓馬 千葉日大一高2 丸山 卓也 拓大紅陵1

石井 秀昌 千葉日大一高3 杉山 健 水城3 狩野 純平 千葉学芸3 越川 浩気 多古高3

38 +8 80 宇田川聡士 鹿島学園2 片野 佑紀 拓大紅陵1 樋口 健太郎千葉学芸1 関谷 真 千葉学芸3

下 賢 水城3 長内 雄太良水城2 神保 慧 拓大紅陵2

45 +9 81 助川 椋 水城1 菅澤 光彬 成田北3

47 +10 82 嶋田 景介 千葉学芸3 福岡 正堂 鹿島学園3 永渕 圭祐 千葉学芸1 岡野 洸平 千葉学芸1

板屋 貴俊 拓大紅陵1

52 +11 83 鈴木 悠介 千葉学芸3 日置 智己 千葉日大一高1 奈良 勇気 千葉学芸3

55 +12 84 市原 弘章 鹿島学園3

56 +13 85 善 時成 長生高3 古川 皓也 西武台千葉3

58 +14 86 島根 宏章 市川東高1

59 +15 87 小倉 龍太郎千葉日大一高2

60 +16 88 山田 海人 拓大紅陵1

61 +17 89 稲毛 康二郎千葉日大一高3

62 +18 90 横田 真 東京学館2 白永 翼 水城2 菅原 亮太 秀明八千代高1

65 +19 91 川村 隆志 茂原高1

66 +20 92 柴里 友康 西武台千葉2 富田 勝哉 水城2

68 +21 93 佐伯 大輔 千葉学芸2

69 +22 94 新福 崇紘 千葉学芸2

70 +23 95 村上 真樹 千葉学芸1

+24 96

71 +25 97 倉田 公平 水戸農業2 大関 祥伍 鹿島学園1

73 +26 98 遠山 大輝 拓大紅陵2

+27 99

74 +28 100 齋藤 航 水戸農業2 植田 海斗 柏中央高2

失格

棄権 矢作 貴由 水城3

欠場 田仲 旬希 東京学館3

平成19年7月17日


