
平成18年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　男子15歳～17歳の部　Aブロック

於： 日高カントリークラブ　東・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 大塚 智之 埼玉栄1

2 0 72 七里 直樹 開志学園3 秋本 久成 埼玉栄2

4 +1 73 松岡 利樹 前橋育英2

5 +2 74 三上 諒 埼玉平成3

6 +3 75 牧 智也 埼玉栄3 目澤 秀憲 埼玉平成1

8 +4 76 高柳 大 関東学園大高1

9 +5 77 坂上 伶央 埼玉栄3 川島 徹也 埼玉栄3 西岡 登志明埼玉平成2

12 +6 78 吉田 研人 埼玉栄3 長井 淳平 埼玉栄2 五十嵐東賢 埼玉栄3 中川 勇伸 埼玉栄1

塩見 好輝 埼玉栄1

17 +7 79 山田 寛喜 長野日大3 三木 龍馬 埼玉平成1

19 +8 80 仲嶋 竜 埼玉栄3 中村 崇宏 長野東部2 佐藤 文太 埼玉栄1 荒沢 祐太 開志学園2

23 +9 81 赤根 慶一 埼玉栄3 大堀 貴之 開志学園3 飯田 祐一郎埼玉栄3 中村 圭佑 埼玉栄2

27 +10 82 加藤 三四朗埼玉栄3 金子 克彦 正智深谷2 小林 優也 長野東部2

30 +11 83 渡辺 翔太 開志学園2 山下 耕作 正智深谷3

32 +12 84 杉本 裕真 開志学園2

33 +13 85 古瀬 龍一 浦和学院3 石田 卓也 開志学園2 桑原 孝彰 前橋育英2 福島 敬諒 本庄北3

37 +14 86 河野 翔太 埼玉平成2 山崎 真也 長野東部2 梅田 雅教 埼玉栄3 荒井 聡 埼玉栄3

41 +15 87 林 貴裕 大宮開成3 石塚 匠 埼玉栄1

43 +16 88 大淵 智道 六日町高3

44 +17 89 新井 俊矢 立教新座3 恩田 徹 立教新座3 福島 祐介 鳩山高2 林 恒志郎埼玉栄1

48 +18 90 岡本 一崇 共愛学園高1 吉田 昌弘 立教新座1 中林 将人 八海3 笹岡 優也 埼玉平成3

52 +19 91 水城 雄貴 松本筑摩2 齋藤 喜秋 正智深谷2

54 +20 92 渡部 修平 西武台3 石川 慎也 鳩山高1 白鳥 匠 埼玉栄1

57 +21 93 正木 仁 西武台3 森 安宏 埼玉栄2

59 +22 94 永井 秀樹 埼玉平成2 馬場 諭 東京成徳大深谷3

61 +23 95 胡浜 将平 埼玉平成1 木村 幸仁 正智深谷1

63 +24 96 染谷 隆 埼玉栄2 雨宮 敬 大宮開成2 野口 恭央 鳩山高2 土屋 雄太 大宮開成3

田中 敦 浦和学院3 山﨑 雄太郎鳩山高3

69 +25 97 佐藤 直季 浦和学院3 平澤 将吾 浦和学院1 島村 晴信 前橋育英2 星野 晃人 共愛学園高1

73 +26 98 原田 陽平 前橋育英2 小原 良太 埼玉平成1

75 +27 99 木口 宙紀 浦和学院3 木村 施尊 正智深谷2 下山 大輔 浦和学院2 内田 秀鷹 埼玉栄1

79 +28 100 佐藤 大和 立教新座3 秋葉 則幸 埼玉平成2 内野 敬民 埼玉栄2 志村 卓哉 大宮開成1

83 +29 101 石塚 涼介 鳩山高2 小澤 裕平 立教新座1

85 +30 102 田島 昇 埼玉平成3 飯田 大貴 慶應志木3

87 +31 103 伊藤 太陽 西武台3

88 +32 104 加藤 雄太 立教新座3 松本 直 立教新座2

90 +33 105 橘 拓夢 浦和学院2

+34 106

91 +35 107 三上 和久 西武台3

92 +36 108 福本 丈幸 慶應志木3

93 +37 109 植竹 優也 浦和学院3 内村 翔 浦和学院3 荒 翔太 浦和学院2

96 +38 110 小林 伸行 浦和学院3

97 +39 111 宮坂 耕太 正智深谷2

98 +40 112 吉田 伸治 大宮開成2

+41 113

99 +42 114 角田 竜也 鳩山高1 由上 春彦 慶應志木3 内田 毅 鳩山高2

102 +43 115 須賀 祐太郎浦和学院2 池島 遼 浦和学院2

104 +44 116 酒井 亮 浦和学院3

105 +45 117 林 祐樹 正智深谷2 大谷 啓介 浦和学院2

107 +49 121 伊東 健太 鳩山高2

108 +51 123 村尾 慎一郎西武台2

109 +57 129 石川 洵哉 慶應志木2 松本 佳幸 浦和学院3

111 +65 137 佐藤 悠皇 浦和学院2

112 +75 147 石見 樹 浦和学院1

棄権 関 奏汰 埼玉栄1

欠場 藤田 陵 開志学園2 篠塚 翔太 埼玉栄2 菊池 大 埼玉栄2 伊東 大介 埼玉栄1

平成18年7月24日

以上、予選通過


