
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1ブロック

於： 藤ヶ谷カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 保泉 悠太 富士岡中1 姜 秀一 富里北中1

3 +1 73 滝 雅志 双葉台中3

4 +2 74 松下 龍之介谷田部中2

5 +3 75 高橋 陸 手代木中3 櫛山 卓哉 麗澤中3 櫻井 大樹 白根巨摩中2 土屋 利之 海西中1

9 +4 76 崎田 陽向 習志野台中2

+5 77

10 +6 78 石毛 巧 麗澤中1 岩橋 史弥 南戸塚中3 向後 実洋 岡津中1 榊原 一摩 朝日中1

奥村 涼 和名ヶ谷中1 太田 雄也 北浜中2 斉藤 翼 麗澤中3

17 +7 79 桂宮 將 日大中2 永渕 健太 湊中3 久能 大紀 富士中3 間取 実樹也鎌ヶ谷二中3

勝亦 悠斗 吉原一中2

以上、予選通過

22 +8 80 嶺岸 政秀 荏田南中3 秋山 大輝 日大中3 大貫 渉太朗友部二中1 谷 優太郎法政大二中1

石巻 有麻 長坂中2 ユーバンク 誠ケーヴァン 横須賀ミドルスクール1 水嶋 佑介 市場中1

29 +9 81 米山 勇樹 岡本中3 圓田 龍之介堀江中2 小島 映博 中川西中3 長谷川匡範 桜台中3

杉山 知靖 日大中3

34 +10 82 大西 慧斗 橘中3 徳元 中 岩井中1 石毛 初基 飯山満中3 岩崎 翔 富士見中3

宇賀神遥 森村学園中2

39 +11 83 赤塚 成斗 麗澤中1 松尾 慎之介磯辺一中3 吉川 練 秀明八千代中2 中神 徹 浜松日体中3

井上 義久 八田中3

44 +12 84 齊藤 明寛 麗澤中3 山田 大晟 青葉台中1 平石 健太 酒井根中1 斉藤 勇 城南中2

田村 潤司 浅野中3 井内 亮 湘南台中3

50 +13 85 二階堂源也 茅ヶ崎中1 満留 一瑳 湖北台中1 菅原 和穂 早野中3 長岡 聖也 並木中2

野口 優一郎堺町一中3 久我 拓也 土気南中2

56 +14 86 山本 直孝 森村学園中2 佐久間隼人 南瀬谷中1 濱下 佳祐 大矢部中1 林 堅也 多古中3

金田 直之 土中1

61 +15 87 吉田 真也 小鮎中3 上野 隼太郎関東学院六浦中1 関 翔大 坂東南中1 宮沢 祐助 日大中3

内堀 翔伍 栄東中3 野中 敬太 村上中2 吹上 幸輔 新田中1

68 +16 88 平山 諒 多古中3 長谷川望 見川中1 福原 翔太 畑沢中3

71 +17 89 吉岡 栄徴 成田西中3 岡部 寛之 若葉台中2

73 +18 90 高橋 一樹 流山北部中3 佐々木克晃 武相中3 鎌田 駿介 千城台西中2 小泉 正樹 千葉日大一中1

77 +19 91 半田 七音 逗子中3 森下 愛久 小金北中3 藤本 翔馬 内出中1 後藤 裕一郎東海南中2

81 +20 92 飯嶋 夏樹 二宮中1 伯川 貴哉 滝野中1 森田 琢実 生麦中3 大金 高平 勝田一中3

榎本 翔汰 大船中1 中山 翔太 浜松開誠館中3 澤木 聡仁 麁玉中2

88 +23 95 佐藤 克哉 領家中1 田澤 大河 すすき野中1 栗田 広毅 西武台中2

91 +24 96 松丸 壽秀 東京学館浦安中2 水上 晃一 千葉日大一中3 後藤 哲慎 北部中3 寺田 和輝 多古中3

95 +25 97 前原 唯之介日大中3

96 +26 98 鈴木 康祐 打瀬中1 森本 勝昌 姉崎東中1 矢口 崚太 多古中1 吉野 達也 綾北中1

100 +27 99 岩瀬 光 神栖二中1 大内 太貴 中川西中3 佐野 友哉 鷹岡中1 永井 匠 日大中3

上野 一樹 柏ヶ谷中1

105 +28 100 塙 翔太 泉谷中2 野村 佳史 日大中2 宮内 孝輔 野栄中1

108 +29 101 岩橋 和輝 南戸塚中1

109 +30 102 池上 尚吾 神栖四中3 荒井 雄太 成田中1 小岩井亮輔 潮来二中3 滝田 泰弘 青島中1

113 +31 103 城所 俊之介川和中3

114 +32 104 河田 桂 桐蔭学園中1 宇波 慎司 市ヶ尾中2 後藤 聖 南生田中2

117 +33 105 飯田 海 下貝塚中1 飛田 遥大 阿字ヶ浦中1

+34 106

119 +35 107 荒木 敬介 神明中1

120 +36 108 二葉 裕哉 富来田中1

121 +37 109 小松 拓夢 横浜南中1

122 +38 110 横瀬 豪 湊中1 平田 祥太郎日大中2 中村 真一 志学館中1

+39 111

125 +40 112 杉澤 亮祐 上永谷中1

126 +41 113 土井 健太郎富士宮一中1

+42 114

127 +43 115 川島 佑一郎森村学園中3 石井 翔一 日大中3

129 +44 116 横川 康祐 豊里中2

+45 117

130 +46 118 井関 優斗 武相学園中1

131 +51 123 山岸 遼 上溝中1

欠場 清水 隼人 山梨大学附属中1 原 佑介 福栄中3 石毛 択海 飯山満中1 水野 将司 北相中3

柴北 幸太 富士見中1

平成20年7月22日


