
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
最終日

於： 茨城ゴルフ倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 141 伊藤 勇気 鹿島学園2

2 -2 142 宮里 政志 鹿島学園2

3 -1 143 渡辺 権人 佐野日大2 渡邉 優登 千葉学芸3

5 0 144 高柳 直人 拓大紅陵1

6 +1 145 岡部 大輔 鹿島学園2

7 +2 146 木下 裕太 泉3 大田和桂介 鹿島学園1 井上 紳也 埼玉栄3 森 正行 佐野日大3

谷山 優太 鹿島学園2

12 +3 147 三上 諒 埼玉平成1 永野 竜太郎水城1 小林 伸太郎佐野日大3 高橋 賢 アレセイア湘南3

大堀 琢磨 開志学園2

17 +4 148 佐藤 圭介 鹿島学園3 吉田 研人 埼玉栄1

19 +5 149 永野 雄亮 拓大紅陵1 黒木 隆太郎埼玉栄3

21 +6 150 米本 貴昭 修徳1 水上 龍樹 拓大紅陵1 篠塚 直彦 鹿島学園3 高橋 隆人 佐野日大3

杵鞭 謙二 鹿島学園2 服部 大輔 千葉日大一高1

27 +7 151 真田 雅彦 埼玉栄3 大溝 崇真 拓大紅陵1 阿部 祐希 八海3

30 +8 152 日原 篤志 立正2 高橋 佳祐 大宮開成3 青木 龍一 関東学院六浦1 髙畑 友希 静岡学園2

楠 啓吾 横浜高3 宇佐美祐樹 杉並学院1 田中 聖也 横浜商大高2

37 +9 153 曽根 賢三 静清工業高3 亀井 美博 鹿島学園2 阿部 大輔 柏高3 冨島 裕也 水城1

吉沢 慎太郎立正2 小林 裕孝 正智深谷3

以上、日本ジュニアゴルフ選手権出場有資格者

43 +10 154 桜井 一輝 大宮開成2 金原 原碩 佐野日大1 石田 翔 静岡学園2 前田 男 埼玉平成1

矢高 翔 千葉学芸1 高橋 清仁 埼玉平成3 冨永 龍介 成城学園2 田辺 雄大 明大中野2

51 +11 155 庄司 由 横浜商大高2

52 +12 156 鬼沢 友秀 埼玉平成2 坪子 裕太郎水城3

54 +13 157 七里 直樹 開志学園1 岡田 卓麻 千葉学芸3 坂上 陸郎 埼玉栄2 松本 偉嗣 佐野日大2

市川 祐太 鳩山高3

59 +14 158 金子 真育 慶應義塾2 秋元 幸広 クラーク東京3 三石 智啓 駿台甲府3 稲葉 卓哉 稲取高1

63 +15 159 渡邉 翔 埼玉平成3 吉野 幸成 法政一高2 戸頃 義邦 日大一高3 水野 陽介 長野東高3

千葉 康治 千葉日大一高3

68 +16 160 竹山 竜仁 埼玉栄3 肥田 佳大 鹿島学園2

70 +17 161 五十嵐東賢 埼玉栄1 飯島 慎平 明大中野2

72 +18 162 大越 裕太 開志学園1 増永 慧 麗澤1 金永 清 埼玉栄2

75 +19 163 金子 達朗 日大高1 藤井 学 日大一高3 牧 智也 埼玉栄1 谷本 聖己 湘南学院3

79 +20 164 神谷 幸宏 千葉日大一高2 吉田 治起 佐野日大3 福田 孝貴 埼玉平成2 星野 慶二朗日大二高1

83 +21 165 金子 朋裕 埼玉栄3 関 健太郎霞ヶ浦高3 石橋 竜次 法政二高3 根立 知治 鳩山高3

+22 166

87 +23 167 大川 夏樹 湘南学園高2 太田 将太 佐野日大3

89 +24 168 坂田 竜康 桐陽1 長谷川慎 埼玉栄3

+25 169

+26 170

91 +27 171 薮内 祐太 埼玉栄2
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