
平成20年度　第29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　第2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 津田 雄司 宮内中3

-1 71

2 0 72 落合 卓 三尻中3

3 +1 73 飯泉 祐樹 埼玉平成中2 藤本 翔 大泉学園桜中3 須賀 京介 杉並学院中3 澤田 康弘 暁星中2

高橋 晋伸輔立教池袋中2

8 +2 74 橋本 竜摩 あずま中1 川上 優大 立川五中3 都 和人 鶴ヶ島中1 染宮 慶 佐野日大中3

木村 瑠偉 加治中2 沼沢 慧太 立教池袋中3

14 +3 75 金 智宇 諏訪台中2 都 和馬 鶴ヶ島中2 平澤 夢厳 千田中2 加治屋舜介 杉並学院中1

18 +4 76 西山 大策 渋谷教育学園渋谷中3 奥富 基喜 三尻中3

20 +5 77 箕手 梓元 葛西三中3 星 尚弥 鹿沼東中3 土井 航 作新学院中3 宮部 泰成 立教新座中3

以上、予選通過

24 +6 78 谷口 嵩聡 埼玉栄中3 蓮見 篤 吉見中3 菅田 和也 立正中3 浅見 雄大 子持中3

齋藤 和也 軽井沢中3

29 +7 79 成井 雄太 日大一中2 梅木 信吾 立正中3 半田 匠佳 国本中1 服部 俊成 泉中1

横塚 康平 大平中3 北山 健太郎大沢中2 宮川 将 墨坂中1 酒井 和史 南八幡中3

西川 佳介 西台中3 野妻 一気 埼玉栄中3

39 +8 80 林 優駿 かえつ有明中3 阿部 将太朗埼玉栄中2 岸 辰耶 杉並学院中2

42 +9 81 竹内 輝樹 杉並学院中1 長谷川楓弥 旭中3

44 +10 82 佐藤 公一郎日大一中3 椿 亮 日大一中3 照沼 恭平 早稲田実業中2 西川 真人 西台中3

佐藤 正晴 立教池袋中1 大巾 隼弥 明大中野中1 磯 佑太 西那須野中1 絵野 剛吏 成城学園中1

52 +11 83 藤波 怜於南立教中3 荻原 将太 立科中3 青木 友翼 立教池袋中3 竹内 一 岩槻中3

石井 亜門 赤塚三中3

57 +12 84 小川 遼太郎足立十一中1 小林 京太郎新発田東中2 辻 将平 杉並学院中2 荒木 優太朗新座二中3

須崎 友貴 帝京八王子中3

62 +13 85 犬飼 啓佑 陽北中2 佐藤 礼欧 佐野日大中3 志水 昭太郎越谷東中2 川岸 滉平 新座五中2

西村 真太郎宮原中2 大沢 啓一郎共愛学園中3 堀口 政人 高麗中1 正野 有道 杉並学院中3

馬場 隆成 立教池袋中2

71 +14 86 布施 郁馬 暁星中3 阿久戸建児 宝泉中3 小川 文也 荒川一中3 川上 裕貴 立教池袋中2

山中 英行 東金子中1 竹内 大 岩槻中1 小林 裕貴 本庄東中2 石井 勇気 立正中2

岡本 大河 八王子一中2

80 +15 87 柴崎 直道 埼玉栄中3 阿久井太一 千代田中1 李 雄 埼玉栄中1 高瀬 富生 板倉中3

84 +16 88 相場 翔太 真田中2 高嶋 悟史 帝京八王子中2 沼口 晋太朗佐野日大中3

87 +17 89 泉谷 叡 大砂土中3 浅賀 勇太 杉並学院中1 清本 寛太 聖学院中2

90 +18 90 槙島 太一 立教池袋中3 岡本 政三 郁文館中2 岡部 大輝 北坂戸中1 本木 敦登 埼玉栄中1

須田 達也 共愛学園中3 宮本 拓真 郁文館中2

96 +19 91 濱野 匠 聖ヶ丘中1 諸角 文紀 中野中央中2 神山 直樹 吾野中2 佐藤 智駿 旭中2

原田 侑汰 長野郷中2

101 +20 92 佐藤 大賀 佐野日大中1 菅谷 周平 陽東中3 石井 優矢 日野一中1 松村 本盛 多摩大目黒中1

鈴木 慶一 高階中2 渡辺 頼和 寺尾中2

107 +21 93 荻島 俊介 八王子五中1 植木 智久 大森十中2 福田 一斗 富士見中1 松井 優樹 吉見中2

前田 照紀 向陽中2 坂場 大希 狛江一中1 牧野 憲太 明大中野中3 石原 浩貴 調布七中3

115 +22 94 坂場 将希 狛江一中1

116 +23 95 時田 聖也 埼玉栄中1 土屋 勇人 立教池袋中3

118 +24 96 大城 遼太郎佐野日大中2 鯨 慎之介芝浦工大中1

120 +25 97 長島 光希 北本東中1 泉谷 紘暉 大砂土中1

122 +26 98 佐々木恭太郎落合中2 廣長 恭平 高井戸中2 飯野 優生 杉並学院中1

125 +27 99 三澤 達也 小松川三中2

126 +29 101 若杉 育海 坂井輪中1 酒井 翔 小山三中2 千葉 洸平 日大一中3

129 +31 103 市原 祐夫貴明大中野八王子中1 小原 捺暉 志村三中2 山口 真太朗佐野日大中2 小山 直輝 杉並学院中1

133 +32 104 津村 義旺 杉並学院中2 櫻井 省吾 東山中1

135 +35 107 加藤 誠彦 法政大学中3 上原 央人 杉並学院中1 大森 友貴 本丸中2 杉本 雅之 杉並学院中1

139 +36 108 西川 勇太 杉並学院中1 原 朋樹 川口中1

141 +39 111 藤川 守 杉並学院中1 真保 ひかる 新座六中1 長谷 一樹 御成門中1

144 +40 112 島崎 晃太郎東京学芸大小金井中1 松沢 拓海 早稲田実業中2 大山 翔平 深川七中1

147 +41 113 木村 翔 高萩中2

148 +43 115 柳 琳久 千代田中1

149 +46 118 山下 将平 郁文館中2

150 +47 119 池 貴信 松溪中2

151 +52 124 八木 隆聖 佐野日大中1

152 +54 126 村田 一樹 明大中野中2

153 +57 129 倉田 一輝 明大中野中2 砂沢 將太 埼玉栄中1

155 +60 132 横井 啓人 明大中野中3

失格 杉本 将希 立正中2

欠場 生田目良平 加治中3 花之枝義仁 元郷中1 柿沼 義人 明大中野中3

平成20年7月22日


