
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15歳～17歳の部 Dブロック

於： 富士カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 三石 智啓 駿台甲府3

-1 71

2 0 72 飯島 慎平 明大中野2 星野 慶二朗 日大二高1

4 +1 73 中馬 聖人 御殿場西高3

5 +2 74 内山 裕統 浜松工業高3 田辺 雄大 明大中野2

7 +3 75 稲葉 卓哉 稲取高1 宇津野勇気 駒場学園1

9 +4 76 坂田 竜康 桐陽1 曽根 賢三 静清工業高3 高野 正浩 明中八王子3 髙畑 友希 静岡学園2

13 +5 77 石田 翔 静岡学園2 小林 準 駿台甲府2 冨永 龍介 成城学園2 長澤 伸哉 日大鶴ヶ丘2

長澤 稔 日本航空高2 吉野 幸成 法政一高2

19 +6 78 阿部 達也 日大櫻丘1 久保田健嗣 静岡学園3 柴田 一馬 稲取高2

22 +7 79 上杉 卓也 星陵1 宮岡 尚希 法政一高3

24 +8 80 稲田 裕一 成城学園2 堀越 大二郎 駒場学園3

26 +9 81 阿部 将人 拝島高3 小林 智彦 明大中野3 櫻井 譲士 法政一高2 佐藤 隆英 甲府城西高3

鈴木 三郎 静岡学園2 栁原 隼 ＪＧＡジュニア

32 +10 82 朝山 慎平 早大学院3 武内 伸太郎 駒場学園2 室岡 雄人 明大中野1 望月 光 星陵3

36 +11 83 青木 達也 明大中野3 権守 範郁 谷村工業高2 杉山 弘樹 静岡学園2 袖山 哲朗 静岡学園1

辻岡 健志朗 堀越3 吉原 淳一郎 明大中野2

42 +12 84 池田 匠玄 駒場学園1 一條 壮樹 明大中野3 河田 昴大 明大中野1 星谷 翔 桐陽1

田 礼人 下田北高3

47 +13 85 竹内 佑太 玉川学園1 藤 卓也 東京電機大高3

49 +14 86 大内 大輔 堀越3 大久保伸一郎 早大学院1 中閑 輝久 明大中野3 朴 祥享 法政一高3

山下 陽平 日大三島3

54 +15 87 成島 彰伸 明大中野1 守永 圭佑 日大櫻丘1 森 隆介 駒場学園3

57 +16 88 安藤 健次郎 成城学園3 岡安 涼仁 明大中野3 笠原 洋平 法政一高3 村越 仁哉 駒場学園3

渡辺 敬太 早稲田実業3

62 +17 89 上條 裕誠 早稲田実業3 品川 幸太郎 日大櫻丘2 鈴木 秀明 伊東高3 竹安 浩樹 伊東商業3

豊田 昌宏 玉川学園3 成島 伸哉 法政一高3 宮城 貴大 法政一高3 八木岡祐太朗 早稲田実業2

70 +18 90 儘田 拓也 法政一高3 安本 優夫 成城学園3

72 +19 91 西村 周平 早稲田実業3

73 +20 92 太内 一 駒場学園2 鈴木 辰也 稲取高2 原 明也 暁秀3 好川 仁 ｱﾒﾘｶﾝｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ11

77 +22 94 荒井 勇輝 成城学園2 柳館 恒太朗 東京電機大高3

79 +23 95 青柳 弥夢 駿台甲府1 有馬 大貴 明大中野1 田 匠吾 成城学園3 和田 裕明 駒場学園3

83 +24 96 石井 文也 法政一高3 大場 信綱 成城学園3 前田 広一朗 早稲田実業3 吉井 望 法政一高3

87 +26 98 原 宏文 堀越3

88 +27 99 宇田川健司 堀越2 杉田 賢一朗 明大中野1 髙橋 徹 早稲田実業3

91 +31 103 小宮沢研人 駒場学園2

92 +32 104 竹安 勇喜 伊東商業1

93 +34 106 小川 大輝 明大中野1 丹生 友博 明大中野2

95 +35 107 加地 邦彦 法政一高3 鈴木 邦康 法政一高1

97 +44 116 早水 良 駒場学園2

欠場 遠藤 恵一 伊東商業2 大谷 昴 ＪＧＡジュニア 前田 尚也 伊東商業2

平成16年7月20日

以上予選通過


