
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 Eブロック

於： 程ヶ谷カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 69 楠 啓吾 横浜高3 高橋 賢 アレセイア湘南3

-2 70

3 -1 71 庄司 由 横浜商大高2

0 72

4 +1 73 石橋 竜次 法政二高3

+2 74

5 +3 75 志賀 潔仁 横浜高3

6 +4 76 江間 博之 厚木北3 谷本 聖己 湘南学院3

8 +5 77 榎本 剛 法政二高3 鎌田 卓朗 逗子開成高3 橋本 浩彰 クラーク横浜2

11 +6 78 金子 達朗 日大高1 金子 真育 慶應義塾2 久米 朗文 厚木北1 孔 龍太 横浜商大高3

三浦 孝介 厚木北3

16 +7 79 金子 陽丈 ＪＧＡジュニア

17 +8 80 阿部 善彦 慶應義塾3 荒井 賢太 横浜高1 田中 聖也 横浜商大高2 服部 滋多 慶應義塾1

+9 81

21 +10 82 大川 夏樹 湘南学園高2 木下 貴博 横浜商大高3 櫻井 祐太郎 日大高1 松原 亨 慶應義塾3

渡邊 賢人 三浦臨海高2

26 +11 83 柏井 大樹 厚木北2 山田 勇樹 湘南学院2

28 +12 84 鶴原 亮 慶應義塾3 宮 竜二郎 日大高2

30 +13 85 加藤 大雅 慶應義塾3 菊地 佳典 日大高2 畠山 貴士 慶應義塾3 渡辺 真羽 桐光学園高3

34 +14 86 平戸 玲充 法政二高3

35 +15 87 鈴木 友輝 平塚工科3 近野 恭介 向上3 平戸 明志 法政二高2 古谷 大輔 慶應義塾3

山崎 大輔 慶應義塾2

40 +16 88 朝香 光裕 法政二高3 岡 訓史 慶應義塾2 佐藤 泰一 慶應義塾3

43 +17 89 飯田 篤 平塚工科3 嶋村 智典 横浜商大高1

45 +18 90 石渡 新治 法政二高2 小林 史宜 アレセイア湘南3 志村 隆由 法政二高2 高橋 隼生 厚木北2

渡辺 慎介 湘南工科大高3

50 +19 91 岩田 善信 慶應義塾2 小澤 宏記 横浜商大高2 斉藤 康俊 日大高1 榊 良太 日大高2

住吉 大輔 横浜高1

55 +20 92 青木 智哉 法政二高2 浅川 裕史 武相2 斉藤 亮 横浜商大高3

58 +21 93 郭 晃彰 森村学園2 木澤 圭介 東海大相模1 沓掛 裕基 日大高1 高橋 由樹 日大高1

62 +22 94 大内 将希 神奈川工業3 岡部 達朗 日大高1 橋本 毅章 大原2 濱本 玲央奈 旭高2

66 +24 96 岡田 將 慶應義塾2 小柳出匠 神奈川工業3 工藤 隆宏 法政二高2 込山 一茂 横浜高3

萬田 陸 日大高2

71 +25 97 天利 恵介 東海大相模2 坂井 高志 法政二高3 島田 政治 厚木北2

74 +26 98 伊東 靖記 慶應義塾2 久保田孝佑 法政二高2 黒崎 翔平 日大高1 横瀬 寛隆 慶應義塾3

渡辺 理人 横浜商大高3

79 +27 99 勝山 高行 日大高2 川部 竜矢 横浜商大高1 神棒 直人 日大高1 鈴木 雄太 横浜商大高3

三井 智勝 横浜商大高2

84 +28 100 石原 慧児 日大高3 岡田 紘和 日大高1

86 +29 101 伊東 健太 日大高1 植野 翔太 神奈川工業2 鈴木 圭介 横浜商大高2

89 +30 102 内田 登 慶應義塾2 大野 陽平 日大高1 工藤 優佑 法政二高2 田沼 俊明 日大高2

93 +31 103 猪狩 陽平 横浜商大高2 菊地 優貴 瀬谷西高2

95 +32 104 北島 大也 横浜高1

96 +33 105 小杉 浩之 法政二高3 森田 雄飛 元石川高1

98 +34 106 保冨 雄介 横浜商大高2

99 +37 109 宮崎 裕也 横浜高1

100 +40 112 岡部 将宗 横浜商大高2

101 +41 113 池田 達郎 アレセイア湘南2

102 +44 116 上田 淳一 慶應義塾1

失格 内山 大輝 慶應義塾2 萩原 肖 湘南学院2

棄権 岩見 啓佑 慶應義塾3 清水 克紀 アレセイア湘南2 吉田 智哉 慶應義塾2

欠場 服部 敦 横浜高1 山田 英次 日大高2

平成16年7月20日

以上予選通過


