
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　Dブロック

於： 紫カントリークラブ・すみれコース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 近藤 孝宣 水城2

2 -1 71 岡田 勝麻 水城2 百瀬 力弥 作新学院2

4 0 72 矢高 翔 千葉学芸3 中村 貴至 鹿島学園1 渡邉 裕太 佐野日大2 高澤 トーマス佐野日大1

8 +1 73 佐藤 博史 千葉学芸1

9 +2 74 萩原 健太 成田高3 草柳 航 多古高1 土居 烈火 千葉学芸3

12 +3 75 塚田 竜一 鹿島学園3 小島 謙太郎作新学院3 久我 悠太郎作新学院2

15 +4 76 長谷川竜一 佐野日大3 佐藤 大悟 多古高2 石井 秀昌 千葉日大一高2 半田 大統 佐野日大1

19 +5 77 富沢 拓馬 千葉日大一高1 佐藤 将道 多古高3 下河辺寛 鹿島学園3 寺田 健一 千葉学芸3

大川 将弥 鹿島学園3

以上、予選通過

24 +6 78 野老 瑞貴 多古高3 狩野 純平 千葉学芸2 柴崎 拓馬 佐野日大1 岩瀬 裕嵩 茂原北陵高3

星 雄太郎沼南高柳高3 杉山 健 水城2 光・ 佑樹 鹿島学園1 高瀬 大和 水城1

32 +7 79 近藤 雅大 西武台千葉2 岩崎 誠 長生高2 嶋田 景介 千葉学芸2 上江田航 鹿島学園1

36 +8 80 古川 皓也 西武台千葉2 白永 翼 水城1 山本 周平 佐野日大3

39 +9 81 手塚 郁典 作新学院3 増永 慧 麗澤3 松本 直諭 佐野日大2 小林 曜 拓大紅陵2

海老原秀聡 水城2 羽方 雄基 水城3 矢作 貴由 水城2

46 +10 82 長谷川準 鹿島学園3 長内 雄太良水城1

48 +11 83 宮城 健太 ＪＧＡジュニア 瀬田 彬人 作新学院2 志村 瞭 鹿島学園1

51 +12 84 水上 龍樹 拓大紅陵3 軍司 一成 水戸桜ノ牧高3 荒木 宙音 千葉商科大高3 奈良 勇気 千葉学芸2

55 +13 85 深井 矢真人佐野日大2 山崎 晃成 佐野日大1 井戸垣隆也 拓大紅陵3 久木 健一 若松高2

小泉 匡稔 水戸農業2

60 +14 86 並木 啓枝 多古高3 平田 泰隆 ＪＧＡジュニア

62 +15 87 関 翔太 水城3 菅澤 光彬 成田北2 斎藤 慎太郎千葉日大一高2

65 +16 88 佐藤 遼 佐野日大3 関谷 真 千葉学芸2

67 +17 89 寺内 勝彦 佐野日大3 福岡 正堂 鹿島学園2 中村 裕真 佐野日大2

70 +18 90 下・ 賢 水城2

71 +19 91 小倉 龍太郎千葉日大一高1 横田 真 東京学館1 原田 翔太 佐野日大1

74 +20 92 越川 浩気 多古高2

75 +21 93 大橋 誉史 佐野日大3 丸山 将弘 佐野日大1 平石 見有留作新学院1

78 +22 94 石井 雅教 水城3

79 +23 95 小泉 弘樹 千葉南高2 宇田川聡士 鹿島学園1

81 +24 96 田中 大樹 佐野日大2

82 +25 97 新福 崇紘 千葉学芸1

83 +26 98 鈴木 洸平 佐野日大2

84 +27 99 石塚 貴士 佐野日大1

+28 100

85 +29 101 吉岡 尭頌 佐倉高3

86 +30 102 佐伯 大輔 千葉学芸1

+31 103

+32 104

87 +33 105 福田 光成 作新学院3

88 +34 106 小堤 誉之 鹿島学園1

89 +35 107 浅利 竜太 暁星国際3 豊田 淳二郎佐野日大1

+36 108

91 +37 109 田仲 旬希 東京学館2

失格 善 時成 長生高2

棄権 高橋 佑多 わせがく高2

欠場 星野 創一郎暁星国際3 市原 弘章 鹿島学園2 鈴木 悠介 千葉学芸2 遠藤 慶祐 茗溪学園1
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