
平成19年度 第28回 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： 茨城ゴルフ倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 尾崎 貴将 青山学院2

2 -1 71 斉藤 芳成 駒込高3

3 0 72 沼田 裕貴 聖学院1

+1 73

4 +2 74 石原 慎也 聖学院3 田邉 奨 クラーク東京3 角 怜央称日大一高2

7 +3 75 中本 裕基 日大一高3 西 祐介 日大一高3 本橋 健生 聖学院2 岩間 竜一郎ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ1

11 +4 76 府川 航 立正3 酒井 勇輝 京北白山高1 八尾 祥吾 城北高1

14 +5 77 中野 智章 日大一高3

以上、予選通過

15 +6 78 長田 潤 日大豊山3

16 +7 79 片山 純一 日大一高3 佐藤 匠 立正2 吉沢 啓之 立正1

19 +8 80 内藤 喜孝 安田学園3 今田 猛 芝浦工大高2

21 +9 81 大関 燿司 立正1

22 +10 82 三海 純 日大一高2 平野 勇太 安田学園2

24 +11 83 青木 貴之 城西大城西高1 矢口 建人 日大一高1 高原 雄輝 立正1

27 +12 84 佐藤 勇希 学習院3 行本 翼 暁星2 加藤 貴司 日大一高2 宮村 貞量 学習院2

松井 健太朗芝浦工大高1 大野 剛生 聖学院1 臺 厚 日大一高1

34 +13 85 田中 祐太郎学習院3 西村 純一 学習院3 貝瀬 裕紀 日大一高3 森 嵩典 目黒学院3

金子 佳広 聖学院1 三井 啓太郎立正1

40 +14 86 籠島 大貴 学習院3 西田 遼平 青山学院3 石井 光 産業技術高専2 豊田 伸哉 高輪高2

海老原彰 日大豊山2 高嶺 大地 正則学園2 菅原 詔一 目黒学院2

47 +15 87 熊澤 光至 学習院3 原澤 一平 修徳2 大澤 翔太 日大一高1 田島 成寿 日大一高1

+16 88

51 +17 89 山口 貴大 学習院3 上山 遼 修徳2 赤根 広樹 日大一高1 小川 秀一郎芝浦工大高1

55 +18 90 平松 貴志 学習院2 北村 広太郎麻布学園2 田中 翔 芝浦工大高2 原田 啓介 日比谷高1

葉山 皓太 聖学院1

60 +19 91 常泉 陽介 高輪高2 西山 明典 日大一高2 吉田 隆太郎日大一高2

63 +20 92 根岸 巧 芝浦工大高2

64 +21 93 椿 晋一 日大一高3 清田 雄介 芝浦工大高2

66 +22 94 秋葉 涼 京北3 花田 京 学習院2 渕名 翔太 青山学院2

69 +23 95 槙岡 智仁 日大豊山2 藤田 宏和 聖学院1

71 +24 96 小田川怜央 青山学院2

72 +25 97 新井 優佳 修徳2 永田 祐作 日大一高2

+26 98

+27 99

+28 100

74 +29 101 佐藤 貴文 明大明治高1

75 +30 102 枝澤 怜平 高輪高1 遠藤 雅之 芝浦工大高1

77 +31 103 富岡 英人 京北2

78 +32 104 深堀 泰弘 青山学院3 度会 将人 学習院2 平沼 弾 京北2

81 +33 105 湯川 輝鍾 東京朝鮮中高1

+34 106

+35 107

82 +36 108 山田 浩一郎麻布学園1

+37 109

+38 110

+39 111

+40 112

+41 113

+42 114

83 +43 115 万代 貴弘 正則学園3

失格 森山 航 正則学園2

棄権

平成19年7月23日



平成19年度 第28回 関東ジュニアゴルフ選手権予選競技 男子15歳～17歳の部 Eブロック

於： 茨城ゴルフ倶楽部・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 櫻井 勝之 杉並学院2

-3 69

2 -2 70 廣木 拓生 法政大高3 伊山 祐介 杉並学院1

-1 71

4 0 72 山口 拓也 日大三高2

+1 73

5 +2 74 橋本 貴文 駒場学園2 辻下 英良 世田谷学園高1

+3 75

7 +4 76 久富 正太郎帝京大高1 坂本 透 堀越3

9 +5 77 池田 陽太 武蔵工大高3 芹澤 徹 駒場学園2

11 +6 78 室岡 雄真 明大中野1

12 +7 79 平野 太貴 中大杉並3 石村 仁 法政大高3 篠崎 太喜 明大中野2

以上、予選通過

15 +8 80 小宮 弘高 実践学園1

16 +9 81 竹内 規晃 成城学園2 田中 健 玉川学園2 長谷部俊樹 駒場学園1

19 +10 82 福田 大 堀越3 高島 宏史 法政大高3 山口 康太 駒大高3

22 +11 83 武塙 裕之 堀越3 渡部 圭介 法政大高2

24 +12 84 田中 貴士 明大中野1 清水 涼 堀越1 木村 直登 実践学園1 安田 利幸 明大中野3

根本 和郎 駒場学園3 高橋 暖 堀越2

30 +13 85 柳澤 秀 駒場学園3 堀邊 龍太朗駒大高3 猿田 南海 成城学園2 森 孝太 駒大高3

34 +14 86 田元 裕太 堀越3 袴田 浩司 駒場学園3 斎藤 文紀 法政大高3 矢部 眞伍 堀越1

下山 惣太郎明大中野1 栗木 一 明中八王子2 後藤 浩一 明大中野1 梓 大貴 駒場学園1

42 +15 87 朝隈 達也 日大櫻丘3

43 +16 88 平田 裕徳 明大中野1 清水 昌吾 明中八王子2

45 +17 89 中島 裕太 駒大高3 小川 貴紀 駒場学園2 漆原 卓也 法政大高2 安藤 匡史 明大中野1

49 +18 90 鈴木 貴文 専大附属1

50 +19 91 元山 裕太 駒場学園2 佐野 裕太 専大附属3 近藤 悠樹 玉川学園2

53 +20 92 峯岸 佑有 駒場学園3 石川 陽介 日大櫻丘2

55 +21 93 太田 雄貴 明大中野1

+22 94

56 +23 95 川上 健太 明大中野1 高橋 大輔 成城学園2

58 +24 96 荒木 和也 明大中野1

59 +25 97 芳根 孝和 駒大高3

+26 98

60 +27 99 小林 侑矢 駒場学園1

61 +28 100 佐藤 憲音 駒大高2 中村 友哉 駒大高2

63 +29 101 工藤 将樹 実践学園1

+30 102

64 +31 103 渡辺 健太 駒大高2

65 +32 104 倉田 裕希 専大附属2

66 +33 105 武藤 幸記 玉川学園1

67 +34 106 小松原大 早稲田実業3

+35 107

68 +36 108 板垣 翔大 成城学園1

+37 109

69 +38 110 高橋 明 実践学園2

70 +53 125 横田 雅明 堀越1

+54 126

71 +55 127 尾又 翔太郎法政大高2

失格 鈴木 健太 駒場学園2

棄権

欠場 小澤 澄人 法政大高2 梅澤 陵太 法政大高2

平成19年7月23日


