
平成16年度関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技　男子15歳～17歳の部
第１ラウンド

於： 茨城ゴルフ倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 伊藤 勇気 鹿島学園2 井上 紳也 埼玉栄3 谷山 優太 鹿島学園2

4 -1 71 阿部 祐希 八海3 森 正行 佐野日大3

6 0 72 宮里 政志 鹿島学園2 岡部 大輔 鹿島学園2 高橋 賢 アレセイア湘南3 木下 裕太 泉3

小林 伸太郎 佐野日大3 永野 雄亮 拓大紅陵1 大堀 琢磨 開志学園2 吉田 研人 埼玉栄1

服部 大輔 千葉日大一高1

15 +1 73 宇佐美祐樹 杉並学院1 渡邉 優登 千葉学芸3

17 +2 74 渡辺 権人 佐野日大2 高橋 佳祐 大宮開成3 佐藤 圭介 鹿島学園3 黒木 隆太郎 埼玉栄3

田中 聖也 横浜商大高2 髙畑 友希 静岡学園2 永野 竜太郎 水城1 杵鞭 謙二 鹿島学園2

25 +3 75 高橋 隆人 佐野日大3 大溝 崇真 拓大紅陵1 篠塚 直彦 鹿島学園3 水上 龍樹 拓大紅陵1

高橋 清仁 埼玉平成3 田辺 雄大 明大中野2 市川 祐太 鳩山高3 吉沢 慎太郎 立正2

33 +4 76 冨永 龍介 成城学園2 前田 男 埼玉平成1 曽根 賢三 静清工業高3 大田和桂介 鹿島学園1

坂上 陸郎 埼玉栄2 青木 龍一 関東学院六浦1 三上 諒 埼玉平成1

40 +5 77 冨島 裕也 水城1 高柳 直人 拓大紅陵1 松本 偉嗣 佐野日大2 水野 陽介 長野東高3

阿部 大輔 柏高3 小林 裕孝 正智深谷3

46 +6 78 矢高 翔 千葉学芸1 千葉 康治 千葉日大一高3 日原 篤志 立正2 亀井 美博 鹿島学園2

楠 啓吾 横浜高3 稲葉 卓哉 稲取高1 坪子 裕太郎 水城3

53 +7 79 増永 慧 麗澤1 米本 貴昭 修徳1 谷本 聖己 湘南学院3 金子 真育 慶應義塾2

大越 裕太 開志学園1 牧 智也 埼玉栄1

59 +8 80 秋元 幸広 クラーク東京3 真田 雅彦 埼玉栄3 三石 智啓 駿台甲府3 戸頃 義邦 日大一高3

石橋 竜次 法政二高3 庄司 由 横浜商大高2 金原 原碩 佐野日大1 石田 翔 静岡学園2

67 +9 81 肥田 佳大 鹿島学園2 飯島 慎平 明大中野2 鬼沢 友秀 埼玉平成2 五十嵐東賢 埼玉栄1

桜井 一輝 大宮開成2 太田 将太 佐野日大3 吉野 幸成 法政一高2 渡邉 翔 埼玉平成3

75 +10 82 大川 夏樹 湘南学園高2 薮内 祐太 埼玉栄2 坂田 竜康 桐陽1 福田 孝貴 埼玉平成2

金子 達朗 日大高1 藤井 学 日大一高3 岡田 卓麻 千葉学芸3 竹山 竜仁 埼玉栄3

関 健太郎 霞ヶ浦高3 七里 直樹 開志学園1 金永 清 埼玉栄2 星野 慶二朗 日大二高1

金子 朋裕 埼玉栄3 長谷川慎 埼玉栄3 根立 知治 鳩山高3 吉田 治起 佐野日大3

神谷 幸宏 千葉日大一高2

以上、第２ラウンド進出

92 +11 83 中田 雄喜 水城2 高野 正浩 明中八王子3 江間 博之 厚木北3 日置 一 東海大浦安3

阿部 真俊 開志学園3 佐藤 佑也 正智深谷2 久保田健嗣 静岡学園3

99 +12 84 久米 朗文 厚木北1 宇津野勇気 駒場学園1 野口 陽 高崎商科大高2 服部 滋多 慶應義塾1

103 +13 85 柴田 一馬 稲取高2 海老原伸樹 水城3 阿部 善彦 慶應義塾3 志賀 潔仁 横浜高3

金子 陽丈 ＪＧＡジュニア 大堀 貴之 開志学園1 茂木 宏之 富岡高2 川島 徹也 埼玉栄1

鎌田 卓朗 逗子開成高3 櫻井 祐太郎 日大高1 高橋 毅 埼玉栄3

114 +14 86 坂上 伶央 埼玉栄1 永田 真樹 埼玉平成2 三浦 孝介 厚木北3 内山 裕統 浜松工業高3

長川 正樹 埼玉平成1 榎本 剛 法政二高3

120 +15 87 波方 千秋 八海3 孔 龍太 横浜商大高3 小林 赳巳 埼玉平成1 大島 尚也 大宮開成2

中馬 聖人 御殿場西高3 小林 準 駿台甲府2 茂木 和也 館林高2 加藤 真司 埼玉平成3

128 +16 88 阿部 達也 日大櫻丘1 水野 良輔 立教新座2 荒井 賢太 横浜高1 橋本 浩彰 クラーク横浜2

132 +17 89 長澤 稔 日本航空高2 三宅 優一郎 聖学院3 長澤 伸哉 日大鶴ヶ丘2

135 +18 90 木下 貴博 横浜商大高3 渡邊 賢人 三浦臨海高2 井上 裕 日大一高2

138 +19 91 松原 亨 慶應義塾3

+20 92

139 +21 93 力石 亮 立正2

欠場 飯塚 卓真 埼玉栄2

平成16年7月29日


