
会場：
期日：

エントリー： 93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 橋本 竜摩 あずま中2 71 (36、35) 泉谷 紘暉 大砂土中2 87 (44、43) 82 猪野 一磨 埼玉栄中3 113 (56、57)  
2 平澤 夢厳 千田中3 72 (37、35) 原田 侑汰 長野郷中3 87 (44、43) 83 室井 大我 豊郷中1 115 (62、53)  
3 浮ケ谷 博之 コロンビアIN中1 73 (37、36) 本木 敦登 埼玉栄中2 87 (41、46) 84 八木 隆聖 佐野日大中2 139 (70、69)  

都 和馬 鶴ヶ島中3 73 (36、37) 44 井出 俊 鷹岡中1 88 (44、44) 失格 長棹 万岳 埼玉平成中3  
5 李 雄 埼玉栄中2 74 (37、37) 佐藤 智駿 旭中3 88 (43、45) 失格 阿部 真也 埼玉栄中3  
6 飯泉 祐樹 埼玉平成中3 75 (38、37) 46 久保谷 太一 佐野日大中1 89 (47、42) 棄権 市川 大樹 初雁中1  

櫻井 大樹 白根巨摩中3 75 (36、39) 佐久間 崇 落合中2 89 (46、43) 欠場 渡辺 和希 東石山中1  
8 竹内 大 岩槻中2 76 (40、36) 佐藤 大賀 佐野日大中2 89 (44、45) 欠場 山口 真太朗 佐野日大中3  

半田 匠佳 国本中2 76 (39、37) 49 大城 遼太郎 佐野日大中3 90 (46、44) 欠場 長澤 亮介 埼玉栄中3  
相場 翔太 真田中3 76 (38、38) 長島 光希 北本東中2 90 (44、46) 欠場 猪川 頌生 多賀中1  
太田 雄也 北浜中3 76 (36、40) 堀口 政人 高麗中2 90 (42、48) 欠場 砂沢 聖哉 埼玉栄中1  

12 加藤 政和 聖望学園中1 77 (40、37) 52 神山 直樹 吾野中3 91 (46、45) 欠場 日野 航有 豊春中3  
13 小林 裕貴 本庄東中3 78 (40、38) 堤 健太朗 小谷場中1 91 (44、47)   
－ 以 上、 予 選 通 過　－ 54 小藤 渉 草津中3 92 (46、46)   

齊藤 弘行 塩谷中3 78 (40、38) 55 深澤 祐貴 埼玉栄中3 93 (47、46)   
松井 優樹 吉見中3 78 (40、38) 56 鈴木 慶一 高階中3 95 (50、45)   
澤木 聡仁 麁玉中3 78 (39、39) 金子 由樹 城南中3 95 (49、46)   

17 服部 俊成 泉中2 79 (41、38) 千濱 彬比古 埼玉栄中3 95 (49、46)   
志水 昭太郎 越谷東中3 79 (39、40) 土井 健太郎 富士宮一中2 95 (47、48)   
河田 丈一郎 坂井輪中1 79 (38、41) 60 山本 雄太 作新学院中1 96 (47、49)   
勝亦 悠斗 吉原一中3 79 (37、42) 川田 直人 大東西中1 96 (46、50)   

21 宮川 将 墨坂中2 80 (40、40) 時田 聖也 埼玉栄中2 96 (46、50)   
吉田 隼人 佐野日大中1 80 (39、41) 63 荒木 敬介 神明中2 97 (47、50)   

23 佐々木 恭太郎 落合中3 82 (43、39) 酒井 翔 小山三中3 97 (43、54)   
保泉 悠太 富士岡中2 82 (43、39) 65 吉田 祐輝 南稜中3 98 (51、47)   
西村 真太郎 宮原中3 82 (41、41) 若杉 卓海 坂井輪中1 98 (51、47)   
林 侃汰朗 五泉北中1 82 (40、42) 藤掛 智希 太田北中3 98 (48、50)   
阿部 将太朗 埼玉栄中3 82 (39、43) 68 山内 一輝 埼玉平成中2 99 (52、47)   
犬飼 啓佑 陽北中3 82 (39、43) 岡部 大輝 北坂戸中2 99 (52、47)   

29 赤堀 良 浜松開誠館中3 83 (42、41) 笠原 悠揮 川越一中3 99 (50、49)   
佐治 統基 新座中3 83 (39、44) 71 野口 英之助 山梨大中1 102 (52、50)   

31 阿久井 太一 千代田中2 84 (46、38) 橋爪 耕亮 上里北中2 102 (51、51)   
小林 京太郎 新発田東中3 84 (44、40) 大森 友貴 本丸中3 102 (50、52)   

33 中野 貴博 静岡大教育学部島田中1 85 (46、39) 74 下田 健太 木瀬中2 103 (54、49)   
鈴木 理央 秩父一中1 85 (45、40) 滝田 泰弘 青島中2 103 (53、50)   
齋藤 龍太 岩舟中2 85 (44、41) 柳 琳久 千代田中2 103 (49、54)   
石巻 有麻 長坂中3 85 (43、42) 77 越川 直毅 北部中1 104 (56、48)   
石毛 誠 埼玉栄中1 85 (41、44) 石川 雄姿 共愛学園中2 104 (53、51)   

38 川岸 滉平 新座五中3 86 (44、42) 79 桐島 崇文 埼玉栄中2 105 (53、52)   
北山 健太郎 大沢中3 86 (44、42) 80 砂沢 將太 埼玉栄中2 106 (52、54)   

40 若杉 育海 坂井輪中2 87 (45、42) 81 酒井 力 小山三中1 109 (57、52)   

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2ブロック

嵐山カントリークラブ( 6374Yards   Par 72 )


