
会場：
期日：

エントリー： 73名
出場： 71名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 清水 裕介 高輪高2 73 (36、37) 堀澤 憲己 高輪高2 88 (43、45)

沼田 祐貴 聖学院高3 73 (36、37) 42 藤波 怜於南 立教池袋高1 89 (45、44)

3 岩間 竜一郎 ヒルズIN高3 75 (38、37) 松本 亮 郁文館高2 89 (45、44)

梅木 信吾 立正高1 75 (36、39) 平澤 健 青山学院高3 89 (44、45)

5 西山 大策 渋谷教育学園渋谷高1 76 (38、38) 大和田 健斗 立教池袋高1 89 (44、45)

6 赤根 広樹 日大一高3 77 (38、39) 熊埜御堂 史 青山学院高2 89 (44、45)

酒井 勇輝 京北白山高3 77 (37、40) 後藤 聖 東京学園高1 89 (42、47)

8 大野 剛生 聖学院高3 78 (39、39) 48 石澤 知弥 聖学院高1 90 (44、46)

槙島 太一 立教池袋高1 78 (37、41) 岩井 琢郎 巣鴨高1 90 (44、46)

10 田島 成寿 日大一高3 79 (42、37) 50 臺 厚 日大一高3 91 (47、44)

飯田 尚 立正高3 79 (39、40) 小林 慎治 学習院高2 91 (41、50)

12 柳川 直哉 青山学院高1 80 (40、40) 52 青木 貴之 城西大城西高3 92 (44、48)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 53 高田 義規 東海大高輪台高3 94 (47、47)

吉沢 啓之 立正高3 80 (39、41) 福井 雄二郎 目黒学院高2 94 (44、50)

石川 将路 立正高2 80 (39、41) 岩田 健太郎 立正高3 94 (43、51)

石井 勇気 立正高1 80 (37、43) 56 庄子 諒 学習院高3 95 (45、50)

16 大関 燿司 立正高3 81 (41、40) 57 安藤 修靖 立正高1 97 (47、50)

岡本 政己 学習院高3 81 (40、41) 田村 俊樹 安田学園高1 97 (44、53)

千葉 洸平 日大一高1 81 (40、41) 59 高梨 佑樹 日体荏原高2 98 (53、45)

沼沢 慧太 立教池袋高1 81 (40、41) 土居 雅典 日大一高1 98 (48、50)

20 三井 啓太郎 立正高3 82 (41、41) 61 河田 典 日体荏原高2 99 (50、49)

森山 凱 立正高2 82 (40、42) 笠原 雅仁 日大一高2 99 (49、50)

22 高橋 直樹 安田学園高2 83 (45、38) 近村 健人 東海大高輪台高2 99 (49、50)

市川 真裕 駿台学園高3 83 (41、42) 64 湯川 輝鍾 東京朝鮮中高級高2 100 (50、50)

金子 優大 文教大高2 83 (41、42) 65 長谷川 翔太 日大一高3 103 (53、50)

25 金子 佳広 聖学院高3 84 (44、40) 小渕 崇 学習院高3 103 (49、54)

佐藤 公一郎 日大一高1 84 (42、42) 67 藤田 和広 日大一高3 106 (49、57)

林 優駿 かえつ有明高1 84 (38、46) 68 荒井 優輝 文教大高1 107 (53、54)

28 菅田 和也 立正高1 85 (40、45) 69 岩田 大輝 文教大高2 112 (55、57)

高原 雄輝 立正高3 85 (40、45) 70 高山 秀峰 日体荏原高2 114 (55、59)

30 兼田 大嗣 立教池袋高2 86 (44、42) 71 佐藤 一弥 文教大高1 117 (56、61)

山室 龍志郎 青山学院高3 86 (43、43) 欠場 石井 遼平 東海大高輪台高2

村山 暢基 東京聖徳大高3 86 (42、44) 欠場 青木 友翼 立教池袋高1

増田 正秀 日体荏原高3 86 (42、44)  
椿 亮 日大一高1 86 (41、45)  
米田 誠一郎 日体荏原高2 86 (39、47)  

36 矢口 建人 日大一高3 87 (41、46)  
細川 祐生 学習院高1 87 (41、46)  

38 布施 郁馬 暁星高3 88 (47、41)  
大澤 翔太 日大一高3 88 (46、42)  
田中 翔 日体荏原高1 88 (44、44)  
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茨城ゴルフ倶楽部・東コース( 6672Yards   Par 72 )



会場：
期日：

エントリー： 92名
出場： 87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 米山 勇樹 堀越高1 71 (37、34) 楠本 康太 明大中野高3 87 (44、43) 82 吉野 惣太 杉並学院高2 109 (59、50)  
松本 一誠 杉並学院高2 71 (36、35) 大内 太貴 明大中野高1 87 (43、44) 盛 豊 早大学院高2 109 (58、51)  
岸 一貴 法政大高2 71 (35、36) 中坪 晋 駒場学園高3 87 (42、45) 84 小河原 悠司 実践学園高2 110 (55、55)  

4 井口 敏樹 法政大高2 72 (36、36) 44 伊藤 尚澄 駒場学園高2 88 (48、40) 85 岡田 健太郎 駒大高2 112 (62、50)  
5 小宮 弘高 実践学園高3 74 (38、36) 馬場 勇希 明大中野八王子高2 88 (43、45) 86 柚木 勇人 駒大高2 118 (57、61)  

藤澤 勇太 駒場学園高2 74 (36、38) 46 石原 浩貴 杉並学院高1 89 (41、48) 棄権 相澤 成輝 法政大高3  
7 伴 大樹 明大中野高2 75 (37、38) 47 矢部 眞伍 堀越高3 91 (48、43) 欠場 牧 広大 日大櫻丘高2  
8 木村 直登 実践学園高3 77 (41、36) 平田 裕徳 明大中野高3 91 (46、45) 欠場 瀧尾 陽太 日大櫻丘高1  

長谷部 俊樹 駒場学園高2 77 (39、38) 49 瀬野 将史 明大中野八王子高2 92 (49、43) 欠場 平沼 智輝 東海大菅生高3  
難波江 和樹 明大中野高2 77 (38、39) 佐藤 貴文 明大明治高3 92 (47、45) 欠場 伊東 茂人 駒場学園高2  

11 室岡 雄真 明大中野高3 78 (40、38) 森下 愛久 中大高1 92 (45、47) 欠場 潮木 祐太 駒場学園高2  
川上 優大 堀越高1 78 (40、38) 52 我妻 宏樹 駒大高3 93 (48、45)   
西川 佳介 実践学園高1 78 (39、39) 齋藤 一眞 駒大高3 93 (45、48)   
舘 祐樹 山崎高1 78 (38、40) 54 戸田 健太 早大学院高2 94 (49、45)   

15 下山 惣太郎 明大中野高3 79 (40、39) 長谷川 一樹 明大中野高3 94 (46、48)   
－ 以 上、 予 選 通 過　－ 56 那須 純一 駒場学園高3 95 (46、49)   

松村 茂輝 法政大高3 79 (40、39) 西川 淳 法政大高3 95 (45、50)   
鈴木 貴文 専大附属高3 79 (39、40) 58 稲垣 大輔 法政大高2 96 (51、45)   

18 遠藤 晃一 杉並学院高2 80 (42、38) 加藤 誠彦 法政大高1 96 (50、46)   
内野 祐輔 堀越高2 80 (42、38) 榎本 龍之輔 明大中野高2 96 (50、46)   
森坂 塁 明大中野高1 80 (41、39) 福澤 慶一 杉並学院高3 96 (50、46)   
米澤 功一郎 杉並学院高2 80 (39、41) 榎本 亘 法政大高3 96 (46、50)   
松岡 暖 堀越高2 80 (39、41) 63 乗松 健二 駒場学園高2 97 (47、50)   

23 宇津見 剛 明大中野高1 81 (40、41) 64 小野田 将春 駒場学園高1 98 (50、48)   
24 高橋 大輔 明大中野高1 82 (39、43) 久保 聰一郎 駒場学園高2 98 (47、51)   
25 野村 太貴 明大中野高2 83 (42、41) 66 安藤 大騎 明大中野八王子高2 99 (53、46)   

金沢 拓也 駒場学園高2 83 (40、43) 大塚 圭祐 明大中野高2 99 (49、50)   
27 加藤 健太 明大中野高3 84 (44、40) 68 横田 圭祐 駒場学園高1 100 (56、44)   

杉山 友規 練馬第四商高2 84 (42、42) 渡邉 良介 杉並学院高2 100 (48、52)   
清水 涼 堀越高3 84 (41、43) 70 太田 雄貴 明大中野高3 102 (57、45)   
野村 将平 成城学園高2 84 (40、44) 江澤 隆 明大中野高2 102 (49、53)   

31 井口 直紀 駒場学園高2 85 (48、37) 72 工藤 裕樹 実践学園高1 103 (55、48)   
梓 大貴 駒場学園高3 85 (46、39) 加藤 大貴 明大中野高3 103 (52、51)   
八巻 貴紀 駒場学園高2 85 (46、39) 74 鈴木 健司 法政大高3 104 (58、46)   
長谷川 晃太 砂川高3 85 (44、41) 小野 哲靖 駒場学園高3 104 (55、49)   
池山 京佑 駒場学園高3 85 (40、45) 猪田 健人 杉並学院高1 104 (52、52)   
後藤 浩一 明大中野高3 85 (40、45) 77 矢崎 康平 法政大高3 105 (56、49)   

37 工藤 将樹 実践学園高3 86 (45、41) 大橋 新 早大学院高2 105 (54、51)   
牧野 憲太 明大中野高1 86 (41、45) 片山 航平 明大中野八王子高2 105 (54、51)   
小薗 絢介 法政大高2 86 (41、45) 高山 恵輔 実践学園高1 105 (51、54)   

40 松井 英光 法政大高3 87 (45、42) 81 岡崎 力也 法政大高3 107 (56、51)   
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茨城ゴルフ倶楽部・西コース( 6585Yards   Par 71 )


