
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 Fブロック

於： 程ヶ谷カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 高濱 朋弘 慶應義塾3

2 -1 71 安藤 澄周 関東学院高1

0 72

+1 73

3 +2 74 岡本 周作 厚木北3 日覚 暁紀 日大高1

+3 75

+4 76

5 +5 77 斉藤 謙 横浜商大高2

6 +6 78 渡邉 賢 法政二高2 須賀 健太 厚木北3

+7 79

+8 80

8 +9 81 石原 俊 慶應義塾3

9 +10 82 菅谷 輝 日大高2 榎本 貴之 厚木北1 古俣 譲 横浜桜陽1

12 +11 83 丹後 紀彦 日大高3 村越 宗太 横浜商大高2 進藤 巧 日大高1 藤沢 尚範 森村学園1

丹野 隆幸 武相1

以上、予選通過

17 +12 84 北谷 勝吾 厚木北2 島村 拓弥 日大高2 高橋 良三 横浜商大高2 宇都 隆博 法政二高2

+13 85

21 +14 86 東田 海 中央農業高1

22 +15 87 山崎 帆久登湘南工科大高3 柳田 泰知 森村学園1 金子 将仁 武相1 海山 瑛学 法政二高2

26 +16 88 森 貴洋 日大高2 宇賀神悠 森村学園1

28 +17 89 千々和諒 日大高2

29 +18 90 加藤 史門 慶應湘南藤沢高3

30 +19 91 齊藤 大晃 慶應義塾2 鈴木 雄也 法政二高2 柳瀨 拓実 厚木北2 市川 大貴 日大高1

34 +20 92 菅沼 達也 横浜商大高3 森井 辰義 日大高2 鶴田 雄司 慶應義塾1 石垣 匡也 森村学園1

38 +21 93 長内 陽一 横浜商大高3 加藤 譲 横浜旭陵3 北野 隆章 慶應義塾3 前田 祐作 法政二高2

鮫嶋 駿樹 法政二高2 一戸 一貴 日大高1

44 +22 94 加藤 和大 日大高1 山口 晃治 日大高3 内野 孝信 慶應義塾2

47 +23 95 山嵜 勇紀 日大高3

48 +24 96 佐藤 大樹 横浜旭陵2 末吉 隆太郎森村学園1 倉本 貴弘 武相2 宮越 崇仁 法政二高2

52 +25 97 島谷 雄平 日大高2 漆原 裕貴 七里ガ浜高3 古市 レオナ 森村学園1

55 +26 98 小谷野央 森村学園1

56 +27 99 小嶋 一郎 サレジオ学院高2 福岡 健人 慶應義塾2 平櫛 正太郎横浜商大高3 山中 駿 法政二高3

60 +28 100 今村 優太朗厚木北1

61 +29 101 坂本 祐樹 横浜旭陵3

62 +30 102 大澤 森 日大高2 岩崎 耕介 湘南工科大高2 清瀬 優太 横浜商大高2

65 +31 103 坪井 大樹 横浜商大高2 木島 洋輔 森村学園1

+32 104

+33 105

67 +34 106 石井 一徳 日大高3 北尾 賢人 日大高2

69 +35 107 堀城 栄光 日大高2

+36 108

+37 109

70 +38 110 三浦 裕太 武相3 新田 翔吾 武相2 島田 崇弘 慶應義塾1

73 +39 111 圓城 靖浩 慶應義塾2

+40 112

74 +41 113 山本 恭平 日大高1 長谷部将史 湘南工科大高2

+42 114

76 +43 115 雑賀 大輔 湘南学院2

77 +52 124 角井 光平 湘南学院2

失格 石川 松飛人横浜高2

棄権

欠場

平成19年7月23日


