
平成18年度  第27回  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： 千葉カントリークラブ・梅郷コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 近藤 孝宣 水城2

2 -3 69 大塚 智之 埼玉栄1 薗田 峻輔 杉並学院2

-2 70

4 -1 71 高柳 大 関東学園大高1 小島 謙太郎 作新学院3 三上 諒 埼玉平成3 吉田 研人 埼玉栄3

0 72

8 +1 73 小平 智 駒場学園2 岡田 勝麻 水城2 冨島 裕也 水城3 金原 原碩 佐野日大3

高澤 トーマス 佐野日大1 北川 祐生 千葉学芸1

14 +2 74 青木 龍一 関東学院六浦3 佐藤 将道 多古高3 高橋 良輔 鹿島学園3 髙橋 勝 作新学院3

前田 男 埼玉平成3 佐藤 大悟 多古高2

20 +3 75 岡本 周作 厚木北2 大槻 智春 鹿島学園2 森井 裕太 厚木北2 米本 貴昭 修徳3

阿部 裕樹 佐野日大3

25 +4 76 牧 智也 埼玉栄3 長谷川竜一 佐野日大3 金子 達朗 日大高3 髙野 隆 長岡高2

大溝 崇真 拓大紅陵3 矢高 翔 千葉学芸3 常澄 裕一 拓大紅陵3 袖山 哲朗 静岡学園3

33 +5 77 下河辺寛 鹿島学園3 高柳 直人 拓大紅陵3 阿部 達也 日大櫻丘3 森 鯨人 JGAジュニア

七里 直樹 開志学園3 土居 烈火 千葉学芸3 塩見 好輝 埼玉栄1 大田和桂介 鹿島学園3

41 +6 78 佐藤 博史 千葉学芸1 荒井 賢太 横浜高3 坂上 伶央 埼玉栄3 大川 将弥 鹿島学園3

服部 大輔 千葉日大一高3 荒井 健人 高輪高1 野田 早人 立正2 河辺 拓也 クラーク浜松2

中村 貴至 鹿島学園1 塚田 竜一 鹿島学園3 久我 悠太郎 作新学院2 大久保太朗 佐野日大2

53 +7 79 百瀬 力弥 作新学院2 平出 馨大 駿台甲府2 石井 秀昌 千葉日大一高2 草柳 航 多古高1

秋本 久成 埼玉栄2 桜井 将大 佐野日大2 沓掛 裕基 日大高3 中村 圭佑 埼玉栄2

櫻井 勝之 杉並学院1 村田 浩和 法政二高3 京野 祐賀 青山学院3

64 +8 80 松岡 利樹 前橋育英2 久米 朗文 厚木北3 飯田 祐一郎 埼玉栄3 川島 徹也 埼玉栄3

渡邉 裕太 佐野日大2 上杉 卓也 星陵3

70 +9 81 五十嵐東賢 埼玉栄3 池田 匠玄 駒場学園3 山田 寛喜 長野日大3 頼 亮介 学習院3

児島 孝樹 帝京三高1 仲嶋 竜 埼玉栄3 富松 和彦 立正3 半田 大統 佐野日大1

78 +10 82 長井 淳平 埼玉栄2 服部 滋多 慶應義塾3 中村 崇宏 長野東部2 寺田 健一 千葉学芸3

赤根 慶一 埼玉栄3 篠原 慶太 星陵1 三木 龍馬 埼玉平成1 中川 勇伸 埼玉栄1

西岡 登志明 埼玉平成2

87 +11 83 富沢 拓馬 千葉日大一高1 大堀 貴之 開志学園3 萩原 健太 成田高3 大久保紳一郎 早大学院3

星野 慶二朗 日大二高3

92 +12 84 佐藤 匠 立正1 今福 啓太 堀越3 西村 祐哉 安田学園3 住吉 大輔 横浜高3

山内 慎平 静岡学園1

97 +13 85 竹内 佑太 玉川学園3 荒沢 祐太 開志学園2

99 +14 86 井口 将志 駿台甲府1

100 +15 87 坂本 透 堀越2 尾崎 貴将 青山学院1 清水 優 稲取高1

103 +16 88 古性 秀幸 修徳3 佐藤 文太 埼玉栄1 山﨑 帆久登 湘南工科大高2

106 +17 89 目澤 秀憲 埼玉平成1 青柳 弥夢 駿台甲府3

108 +18 90 今田 駿作 聖学院2

109 +19 91 最所 昌弘 千葉学芸2

+20 92

110 +21 93 金 賢 実践学園3

失格 宇津野勇気 駒場学園3

欠場 永野 竜太郎 水城3 宇佐美祐樹 杉並学院3

平成18年8月2日

以上、第２ラウンド進出


