
会場：
期日：

エントリー： 101名
出場： 98名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 向後 実洋 岡津中2 67 (34、33) 森本 勝昌 姉崎東中2 82 (42、40) 山田 英斉 鎌ヶ谷中1 95 (44、51)  
石毛 巧 麗澤中3 67 (32、35) 大塚 大樹 湊中1 82 (42、40) 83 大徳 貴洸 今泉中2 96 (48、48)  

3 圓田 龍之介 堀江中3 72 (36、36) 遠藤 慎之介 有秋中1 82 (42、40) 84 佐戸 理人 大網中2 97 (46、51)  
山岸 風太 湘南学園中1 72 (34、38) 赤塚 成斗 麗澤中1 82 (38、44) 85 柴北 幸太 富士見中2 98 (49、49)  

5 宇野 信宏 牧野原中1 73 (37、36) 谷 優太郎 法政二中2 82 (36、46) 横瀬 豪 湊中2 98 (46、52)  
満留 一瑳 湖北台中2 73 (34、39) 46 飯田 海 下貝塚中2 83 (42、41) 87 吹上 幸輔 新田中2 100 (52、48)  

7 小室 順 慶応義塾普通部1 74 (38、36) 松坂 綾太 日大中1 83 (42、41) 早川 敬 上溝南中2 100 (47、53)  
姜 秀一 富里北中2 74 (37、37) 矢口 崚太 多古中2 83 (40、43) 89 杉澤 亮祐 上永谷中2 102 (53、49)  
ユーバンク 誠 横須賀ミドルスクール2 74 (35、39) 平野 海里 茅ヶ崎中1 83 (39、44) 井嶋 博之 高柳中2 102 (50、52)  

10 武田 大輔 山手学院中1 75 (38、37) 50 成瀬 卓弥 習志野台中3 84 (44、40) 91 太田 裕貴 日大中2 103 (52、51)  
岡部 寛之 若葉台中3 75 (38、37) 吉本 裕貴 銚子五中1 84 (42、42) 中村 真一 志学館中2 103 (51、52)  
奥村 涼 和名ヶ谷中2 75 (37、38) 52 上野 一樹 柏ヶ谷中3 85 (43、42) 鈴木 孝康 周西中3 103 (51、52)  
久我 拓也 土気南中3 75 (36、39) 栗田 広毅 西武台中3 85 (42、43) 94 羽住 凌 酒井根中2 109 (55、54)  
神 佳郎 松戸一中1 75 (35、40) 小松 拓夢 横浜南中2 85 (42、43) 95 櫻井 一帆 逗子開成中2 110 (53、57)  

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 吉野 達也 綾北中2 85 (40、45) 木村 拓海 日大中2 110 (45、65)  
15 宇賀神 遥 森村学園中3 76 (39、37) 佐藤 克哉 領家中2 85 (40、45) 97 船井 良治 森村学園中1 130 (67、63)  

野中 敬太 村上中3 76 (38、38) 57 河野 将人 逗子開成中3 86 (44、42) 失格 小泉 正樹 千葉日大一中2  
桂宮 將 日大中3 76 (38、38) 58 福村 祐人 相陽中1 87 (45、42) 欠場 土屋 利之 海西中2  
徳嶽 太 浜岳中1 76 (38、38) 鈴木 佑一郎 野栄中2 87 (44、43) 欠場 磯崎 拓也 日大中3  
山田 大晟 青葉台中2 76 (38、38) 常枝 瑞樹 東金東中3 87 (43、44) 欠場 森田 聖悟 生麦中1  
押田 凌大郎 大網中1 76 (37、39) 河田 桂 桐蔭学園中1 87 (42、45)   
竹内 巧 橘中1 76 (37、39) 松本 雄友 八街中央中2 87 (42、45)   
岩橋 和輝 南戸塚中2 76 (37、39) 鎌田 駿介 千城台西中3 87 (38、49)   

23 宇波 慎司 市ヶ尾中3 77 (40、37) 64 大原 健陽 明海中1 88 (46、42)   
佐藤 慶介 泉谷中1 77 (39、38) 伊藤 寛明 畑沢中1 88 (46、42)   
平石 健太 酒井根中2 77 (38、39) 塙 翔太 泉谷中3 88 (44、44)   
佐久間 隼人 南瀬谷中2 77 (38、39) 67 加瀬 哲弘 千葉日大一中2 89 (46、43)   
吉川 練 秀明八千代中3 77 (37、40) 佐戸 宥哉 大網中3 89 (45、44)   
松丸 壽秀 学館浦安中3 77 (36、41) 平田 祥太郎 日大中3 89 (41、48)   

29 染谷 大貴 市川五中2 78 (37、41) 70 石井 康嗣 多古中2 90 (41、49)   
田澤 大河 すすき野中2 78 (37、41) 71 斉藤 勇 城南中3 91 (44、47)   

31 伯川 貴哉 滝野中2 79 (41、38) 坂巻 稜也 国分寺台西中3 91 (43、48)   
水嶋 佑介 市場中2 79 (39、40) 渡部 省吾 姉崎東中2 91 (42、49)   
金田 直之 土中2 79 (39、40) 高野 碧輝 旭二中1 91 (42、49)   

34 榎本 翔汰 大船中1 80 (41、39) 75 彌重 優人 清新中3 92 (45、47)   
崎田 陽向 習志野台中3 80 (40、40) 76 田村 亮 日大中1 93 (47、46)   

36 野村 佳史 日大中3 81 (41、40) 後藤 健斗 国分寺台西中1 93 (44、49)   
熊谷 直人 大沢中3 81 (41、40) 78 芹川 諒 多古中1 94 (44、50)   
宮内 孝輔 野栄中2 81 (39、42) 79 井関 優斗 武相中3 95 (48、47)   
上野 隼太郎 関東学院六浦中2 81 (38、43) 野村 将寛 保土ヶ谷中1 95 (48、47)   

40 仲村 貴皓 逆井中1 82 (42、40) 千村 真之介 習志野台中1 95 (44、51)   

平成21年7月21日

平成21年度 第30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3ブロック

浜野ゴルフクラブ( 6445Yards   Par 72 )


