
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　Cブロック

於： 程ヶ谷カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 久米 朗文 厚木北3

2 0 72 岡本 周作 厚木北2

3 +1 73 森井 裕太 厚木北2

4 +2 74 袖山 哲朗 静岡学園3 村田 浩和 法政二高3 上杉 卓也 星陵3 山内 慎平 静岡学園1

8 +3 75 荒井 賢太 横浜高3 金子 達朗 日大高3

10 +4 76 河辺 拓也 クラーク浜松2 井口 将志 駿台甲府1

12 +5 77 沓掛 裕基 日大高3 児島 孝樹 帝京三高1 山﨑 帆久登湘南工科大高2 篠原 慶太 星陵1

16 +6 78 住吉 大輔 横浜高3

17 +7 79 清水 優 稲取高1 青柳 弥夢 駿台甲府3 平出 馨大 駿台甲府2

20 +8 80 髙濱 朋弘 慶應義塾2 横山 卓矢 横浜商大高3 坂田 竜康 桐陽3

23 +9 81 清 純也 富士東高2

24 +10 82 黒崎 翔平 日大高3 北島 大也 横浜高3 鈴木 亮 静岡学園2

27 +11 83 嶋村 智典 横浜商大高3 手塚 辰弥 法政二高3 山本 大 静岡学園3 北野 隆章 慶應義塾2

31 +12 84 稲葉 卓哉 稲取高3 古川 竜彦 武相3 須賀 健太 厚木北2

34 +13 85 菅谷 輝 日大高1 加藤 譲 横浜旭陵2 渡邉 賢 法政二高1

37 +14 86 倉本 貴弘 武相1 小澤 大樹 稲取高3 木澤 圭介 東海大相模3

40 +15 87 磯田 晃圭 湘南工科大高3 髙橋 由樹 日大高3 望月 裕太 山梨学院大高2

43 +16 88 大野 陽平 日大高3 本間 諒介 横浜高3

+17 89

45 +18 90 元木 聖也 神奈川工業3 山口 晃治 日大高2

+19 91

47 +20 92 丹後 紀彦 日大高2 山﨑 佑馬 サレジオ学院高3 森 貴洋 日大高1

50 +21 93 千々和諒 日大高1 鵜飼 大介 静岡学園2

52 +22 94 青木 英晃 法政二高3 山田 晃大 稲取高2

54 +23 95 村上 聡 湘南工科大高3 漆原 裕貴 七里ガ浜高2

56 +24 96 島村 拓弥 日大高1

57 +25 97 谷津倉将哉 星陵3 渡邉 翔平 慶應義塾1

+26 98

59 +27 99 石井 一徳 日大高2 矢後 賢人 日大三島2

61 +28 100 菅沼 達也 横浜商大高2 石島 健 慶應義塾3 村越 宗太 横浜商大高1

64 +29 101 森 亮太 湘南工科大高3 城所 寛文 向上1

66 +30 102 大澤 森 日大高1 平櫛 正太郎横浜商大高2

68 +31 103 中村 太一 湘南工科大高2 小嶋 一郎 サレジオ学院高1 森井 辰義 日大高1 武田 竜 神奈川工業3

佐藤 大樹 横浜旭陵1

73 +32 104 山嵜 勇紀 日大高2

74 +33 105 伊藤 陽祐 浜松日体3

75 +34 106 石川 松飛人横浜高1

+35 107

+36 108

76 +37 109 島谷 雄平 日大高1

77 +38 110 菊池 諒 湘南工科大高2

+39 111

78 +40 112 瀬川 真之 慶應義塾3

+41 113

+42 114

+43 115

79 +44 116 吉野 仁基 慶應義塾3

+45 117

+46 118

+47 119

80 +48 120 伊丹 浩明 法政二高3

81 +54 126 早川 宗一 大和西3

欠場 岡部 達朗 日大高3 菱沼 道則 法政二高3 嶋津 幸樹 山梨学院大高2 河西 真理 山梨学院大高1

石川 正平 駿台甲府2 加藤 史門 慶應湘南藤沢高2 斉藤 彰朗 ＪＧＡジュニア

平成18年7月24日

以上、予選通過


