
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12歳～14歳の部 Bブロック

於： 嵐山カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 阿久津未来也河内中1

2 -1 71 佐藤 有生 杉並学院中3 齊藤 陸 双葉中3 嶋田 朱里斗子持中3

5 0 72 奥富 基喜 三尻中2

6 +1 73 森 実佐樹大麻生中3

7 +2 74 落合 卓 三尻中2 石井 亜門 赤塚三中2 須賀 京介 杉並学院中2

10 +3 75 岸 一貴 法政一中3 難波江和樹 明大中野中3 星野 修平 新田中3

13 +4 76 山内 拓也 埼玉栄中3 谷 豪 東大和三中3 佐藤 礼欧 佐野日大中2 高花 翔太 法政一中3

17 +5 77 佐藤 大裕 新潟一中3 塘田 捷人 杉並学院中1 澤田 康弘 暁星中1

以上、予選通過

20 +6 78 伴 大樹 高井戸中3 酒井 和史 南八幡中2 浅見 雄大 子持中2 谷口 嵩聡 埼玉栄中2

野妻 一気 埼玉栄中2

25 +7 79 荒木 優太朗新座二中2 阿久戸建児 宝泉中2 絵野 剛吏 成城学園中1

28 +8 80 塩澤 克望 陽東中3 齋藤 和也 軽井沢中2 北山 健太郎大沢中1 高橋 晋伸輔立教池袋中1

西山 大策 渋谷教育学園渋谷中2 須崎 友貴 帝京八王子中2

34 +9 81 川上 優大 立川五中2 正野 有道 杉並学院中2

36 +10 82 宮部 泰成 立教新座中2 飯泉 祐樹 埼玉平成中1 堀澤 憲己 高輪中3 金 智宇 諏訪台中1

40 +11 83 吉田 拓也 柳瀬中3 片岡 継宗 玉川学園中3 須田 達也 共愛学園中2 成井 雄太 日大一中1

松林 泰嵩 日大一中3 沼口 晋太朗佐野日大中2

46 +12 84 佐藤 公一郎日大一中2 栗林 大貴 青木中2 犬飼 啓佑 陽北中1 三澤 成碩 駒形中3

平澤 夢厳 千田中1

51 +13 85 佐治 統基 新座中1 西川 真人 西台中2 星 尚弥 鹿沼東中2

54 +14 86 清水 裕介 高輪中3 斉藤 優弥 立正中3 横塚 康平 大平中2 川岸 滉平 新座五中1

58 +15 87 沢田 拓史 立川五中2 千葉 洸平 日大一中2 箕手 梓元 葛西三中2 布施 郁馬 暁星中2

62 +16 88 元木 雄基 佐野日大中3 石川 将路 立正中3 宮崎 淳太 城北埼玉中2 椿 亮 日大一中2

深澤 佑介 下里中3 沼沢 慧太 立教池袋中2

68 +17 89 加藤 亮 北本西中3 林 史弥 埼玉栄中3 染宮 慶 佐野日大中2 川上 裕貴 立教池袋中1

小林 京太郎新発田東中1 松岡 暖 上山口中3

74 +18 90 金沢 拓也 目黒七中3

75 +19 91 蓮見 篤 吉見中2

76 +20 92 竹尾 亮輔 玉川学園中3 槙島 太一 立教池袋中2 杉山 友規 豊玉中3 梅木 信吾 立正中2

西川 佳介 西台中2

81 +21 93 宇佐見雅俊 立教池袋中3 岡本 大河 八王子一中1 西村 真太郎宮原中1 加藤 裕也 立教池袋中3

宇津見剛 明大中野中2 竹内 一 岩槻中2

87 +22 94 野村 太貴 明大中野中3 原田 侑汰 長野郷中1 前田 照紀 向陽中1 阿部 将太朗埼玉栄中1

91 +23 95 林 優駿 かえつ有明中2 遠藤 晃一 稲城五中3 明地 勇理 天沼中3

94 +24 96 兼田 大嗣 立教池袋中3 山村 英雄 大泉学園中1

96 +25 97 石井 裕大 鴻巣北中2 柴崎 直道 埼玉栄中2 森山 凱 立正中3

99 +26 98 藤澤 勇太 浅間中3 山中 英行 東金子中1

+27 99

101 +28 100 藤波 怜於南立教池袋中2 竹内 光弘 成蹊中3 森 昇太 武里中1

104 +29 101 日野 航有 豊春中1

105 +30 102 永澤 昴広 埼玉栄中3

106 +31 103 森坂 塁 明大中野中2 高橋 大輔 明大中野中2

108 +32 104 石原 浩貴 調布七中2

109 +33 105 増田 航 石神井中3 泉谷 叡 大砂土中2 諸角 文紀 中野中央中1

112 +36 108 大塚 圭祐 明大中野中3

113 +37 109 青木 友翼 立教池袋中2

+38 110

114 +39 111 諸見里卓 成蹊中3

115 +42 114 牧野 憲太 明大中野中2

116 +43 115 那須 一暉 立教池袋中3 中脇 僚平 実践学園中1

118 +64 136 高野 龍海 水谷中1

失格 藤本 翔 大泉学園桜中2 田中 翔 立正中2

棄権 小藤 渉 草津中1

欠場 金野 竜之介瑞穂中2

平成19年7月23日


