
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15歳～17歳の部　第5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 -1 71 高花 翔太 法政大高1

2 0 72 伊山 祐介 杉並学院高2

+1 73

3 +2 74 岸 一貴 法政大高1

4 +3 75 辻下 英良 世田谷学園高2

5 +4 76 山口 拓也 日大三高3

6 +5 77 室岡 雄真 明大中野高2 橋本 貴文 駒場学園高3 米澤 功一郎杉並学院高1 高橋 暖 堀越高3

10 +6 78 芹澤 徹 駒場学園高3 井口 敏樹 法政大高1 竹尾 亮輔 玉川学園高1

13 +7 79 竹内 規晃 成城学園高3 横田 秀也 成城学園高3

15 +8 80 篠崎 太喜 明大中野高3 伴 大樹 明大中野高1

以上、予選通過

17 +9 81 小林 良 玉川学園高1 内野 祐輔 堀越高1 鈴木 貴文 専大附属高2 梓 大貴 駒場学園高2

清水 涼 堀越高2

22 +10 82 長谷川晃太 砂川高2 木村 直登 実践学園高2 田尻 啓 杉並学院高2 藤澤 勇太 駒場学園高1

26 +11 83 太田 雄貴 明大中野高2 松岡 暖 堀越高1 矢部 眞伍 堀越高2 小薗 絢介 法政大高1

杉山 友規 東京第四商業高1 金沢 拓也 駒場学園高1 遠藤 晃一 杉並学院高1

33 +12 84 長谷部俊樹 駒場学園高2 片岡 継宗 玉川学園高1 野村 太貴 明大中野高1

36 +13 85 井口 直紀 駒場学園高1

37 +14 86 高橋 大輔 成城学園高3 田中 貴士 明大中野高2 濱中 哲哉 駒場学園高2

40 +15 87 後藤 浩一 明大中野高2 倉田 裕希 専大附属高3 高崎 将 東海大菅生高2 小澤 匠 東海大菅生高2

栗木 一 明大中野八王子高3

45 +16 88 我妻 宏樹 駒大高3 岡崎 力也 法政大高2 小宮 弘高 実践学園高2 猿田 南海 成城学園高3

49 +17 89 佐藤 憲音 駒大高3 福澤 慶一 杉並学院高2 伊藤 尚澄 駒場学園高1 元山 裕太 駒場学園高3

53 +18 90 工藤 将樹 実践学園高2 加藤 健太 明大中野高2

55 +19 91 安藤 匡史 明大中野高2 八巻 貴紀 駒場学園高1

57 +20 92 楠本 康太 明大中野高2 野村 将平 成城学園高1 平田 裕徳 明大中野高2 渡部 圭介 法政大高3

61 +21 93 武藤 幸記 玉川学園高1 舘 祐樹 山崎高3 佐藤 貴文 明大明治高2 松村 茂輝 法政大高2

65 +22 94 鈴木 優太郎JGAジュニア

66 +23 95 中坪 晋 駒場学園高2 田中 良弥 明大中野高2 若山 裕斗 日大鶴ヶ丘高2 尾又 翔太朗法政大高3

矢崎 康平 法政大高2

71 +24 96 松井 英光 法政大高2 中村 友哉 駒大高3

73 +25 97 池山 京佑 駒場学園高2

74 +26 98 下山 惣太郎明大中野高2

75 +27 99 齋藤 大次郎法政大高2 榎本 龍之輔明大中野高1 榊原 徹也 明大中野高2

78 +28 100 那須 純一 駒場学園高2 竹内 光弘 成蹊高1

80 +29 101 大塚 圭祐 明大中野高1

81 +30 102 渡辺 健太 駒大高3

82 +31 103 齋藤 一眞 駒大高2 加藤 和祥 日大鶴ヶ丘高2

84 +32 104 鈴木 健司 法政大高2

85 +33 105 荒木 和也 明大中野高2

+34 106

86 +35 107 立花 広章 明大中野高2

87 +36 108 川上 健太 明大中野高2

88 +37 109 榎本 亘 法政大高2

89 +38 110 長谷川一樹 明大中野高2 土井 佑朔 明大中野高2

失格 板垣 翔大 成城学園高2

棄権

欠場 松本 一誠 杉並学院高1 吉野 惣太 杉並学院高1
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