
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 Fブロック

於： 千葉カントリークラブ・野田コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -5 67 渡辺 権人 佐野日大2

2 -4 68 大田和桂介 鹿島学園1

-3 69

3 -2 70 永野 竜太郎 水城1

4 -1 71 太田 将太 佐野日大3 大溝 崇真 拓大紅陵1 坪子 裕太郎 水城3

7 0 72 高柳 直人 拓大紅陵1 千葉 康治 千葉日大一高3 永野 雄亮 拓大紅陵1 森 正行 佐野日大3

11 +1 73 金原 原碩 佐野日大1 杵鞭 謙二 鹿島学園2

13 +2 74 阿部 大輔 市立柏高3 冨島 裕也 水城1 中田 雄喜 水城2 服部 大輔 千葉日大一高1

17 +3 75 海老原伸樹 水城3 神谷 幸宏 千葉日大一高2 関 健太郎 霞ヶ浦高3 増永 慧 麗澤1

松本 偉嗣 佐野日大2 矢高 翔 千葉学芸1 吉田 治起 佐野日大3

24 +4 76 日置 一 東海大浦安3 肥田 佳大 鹿島学園2

26 +5 77 荒山 倫哉 作新学院3 池之上拓也 鹿島学園3 井上 項音士 鹿島学園2 君島 藤雄 佐野日大2

嶌田 直記 千葉日大一高3 高橋 良輔 鹿島学園1 並木 啓枝 多古高1 長谷川竜一 佐野日大1

河 昌宏 作新学院3

35 +6 78 大島 隼人 麗澤2 小岩 馨 水城3 長島 知広 千葉学芸2 根本 大 成田北3

吉田 真典 鹿島学園3 若林 朋宏 佐野日大3

41 +7 79 青木 貴史 佐野日大3 石井 啓太 千葉学芸2 小倉 賢大 佐野日大1 金井 優太 水城3

小島 謙太郎 作新学院1 佐藤 将道 多古高1 田中 徹 千葉学芸2

48 +8 80 髙橋 勝 作新学院1 玉城 隆斗 水城2 芳野 裕貴 佐野日大3

51 +9 81 阿部 裕樹 佐野日大1 荒木 宙音 千葉商科大高1 井戸垣隆也 拓大紅陵1 小田部貴一 佐野日大3

関 翔太 水城1 寺田 健一 千葉学芸1 平野 学 多古高1

58 +10 82 熊本 匡祐 暁星国際2 中條 大地 佐野日大2 水柿 雅貴 水城2

61 +11 83 大川 将弥 鹿島学園1 真木 恵楠 佐野日大2 山城 康博 千葉学芸2

64 +12 84 兼田 貴史 佐野日大3 塚田 竜一 鹿島学園1 常澄 裕一 拓大紅陵1 根田 翔太郎 鹿島学園3

羽方 雄基 水城1 萩原 健太 成田高1 茂木 亮 佐野日大1

71 +13 85 石川 敦 常総学院3 狩野 拓也 千葉日大一高2 手塚 郁典 作新学院1 長谷川準 鹿島学園1

山本 将嗣 麗澤3

76 +14 86 佐藤 孝紀 作新学院3 関 稔覚 麗澤3 土居 烈火 千葉学芸1 星 豪晴 作新学院3

80 +15 87 宇佐見智範 千葉学芸3 木村 光貴 水城2 蜂谷 幸士 千葉英和高2

83 +16 88 磯ヶ谷 元優 作新学院2 田丸 昌博 千葉日大一高3 中崎 祐太 水戸農業3 平野 貴之 千葉学芸3

87 +17 89 岩瀬 裕嵩 茂原北陵高1 小野 匡史 水戸農業2 迫田 翔 牛久高3 野老 瑞貴 多古高1

星野 創一郎 暁星国際1

92 +18 90 山上 寛人 作新学院1

93 +19 91 野島 航 千葉学芸2

94 +20 92 小野 知宏 作新学院2 武山 仁 木更津工業高専3

96 +21 93 菊池 直幸 作新学院2 寺内 勝彦 佐野日大1 根本 一樹 千葉学芸2

99 +22 94 宮坂 龍ノ介 松戸高1 山田 健二郎 千葉経済大高2 山之上翔太郎 木更津工業高専3

102 +23 95 泉 大志 作新学院2

103 +25 97 塚本 努 千葉学芸3

104 +26 98 宮城 健太 佐野日大1

105 +28 100 鈴木 一真 成田北2 辰澤 啓太 千葉学芸2

107 +31 103 木村 雅俊 成田北2 橋本 晃 木更津工業高専3

109 +34 106 大島 光晴 千葉学芸2

110 +35 107 大野 順輝 木更津工業高専3

111 +37 109 大橋 誉史 佐野日大1 柚木園論 木更津工業高専3

113 +46 118 中島 靖文 作新学院2

欠場 新行内学 千葉学芸3 二見 竜平 成田北2 丸川 徹 千葉学芸1

平成16年7月20日

以上予選通過


