
会場：
期日：

エントリー： 71名
出場： 69名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大西 慧斗 クラーク記念国際　厚木高3 73 (35、38) 大塚 結仁 日本大学高1 89 (44、45)

2 山田 大晟 横浜旭陵高1 74 (37、37) 滝口 裕太 日本大学高2 89 (43、46)

3 松村 本盛 日本大学高1 75 (41、34) 岡部 寛之 荏田高2 89 (40、49)

4 河本 剛 厚木北高1 76 (37、39) 44 須賀 京介 慶應義塾高3 90 (40、50)

5 上野 一樹 綾瀬西高2 77 (42、35) 45 渡辺 裕文 日本大学高2 91 (47、44)

河野 将人 逗子開成高2 77 (41、36) 前地 達司 湘南学院高3 91 (45、46)

谷 優太郎 法政大学第二高1 77 (39、38) 山本 直孝 森村学園高3 91 (42、49)

近藤 拓也 厚木北高2 77 (39、38) 48 常山 洋佑 横浜桜陽高1 92 (48、44)

吉田 真也 厚木北高3 77 (38、39) 福田 竜一 慶應義塾高3 92 (46、46)

西村 真太郎 法政大学第二高2 77 (35、42) 井上 清一朗 慶應義塾高3 92 (41、51)

11 宇波 慎司 クラーク記念国際高2 78 (40、38) 佐々木 健太 ＪＧＡジュニア会員 92 (41、51)

田澤 大河 横浜旭陵高1 78 (40、38) 52 木村 拓海 日本大学高1 93 (50、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大淵 光 法政大学第二高2 93 (48、45)

13 森田 琢実 横浜桜陽高3 79 (42、37) 櫻井 一帆 逗子開成高1 93 (44、49)

野村 佳史 日本大学高2 79 (40、39) 55 太田 裕貴 日本大学高1 94 (45、49)

磯崎 拓也 日本大学高2 79 (39、40) 伊藤 佑樹 武相高3 94 (44、50)

佐藤 克哉 光陵高1 79 (38、41) 57 鍋谷 海斗 法政大学第二高3 95 (48、47)

荒木 優太朗 法政大学第二高3 79 (35、44) 58 大西 凌平 法政大学第二高3 96 (48、48)

18 宮沢 祐助 日本大学高3 80 (44、36) 梅野 龍青 アレセイア湘南高2 96 (47、49)

19 鯛 尚之 慶應義塾高3 81 (44、37) 60 向田 一成 法政大学第二高3 97 (48、49)

井内 亮 厚木北高3 81 (40、41) 61 加藤 崚 湘南工科大学付属高3 100 (49、51)

21 土屋 利之 横浜旭陵高1 82 (41、41) 62 升方 孝 湘南学院高3 101 (49、52)

榎本 翔汰 湘南学院高1 82 (40、42) 63 小林 和貴 法政大学第二高2 103 (50、53)

23 平田 拓也 日本大学高2 83 (43、40) 64 森 茂雄 法政大学第二高3 105 (53、52)

平田 祥太郎 日本大学高2 83 (43、40) 前田 照紀 慶應義塾高2 105 (49、56)

小松 拓夢 横浜旭陵高1 83 (41、42) 66 下里 祐人 法政大学第二高2 107 (54、53)

26 ユーバンク 誠 Kinnick  High School1 84 (41、43) 67 福島 将悟 湘南工科大学附属高2 108 (50、58)

27 前原 唯之介 日本大学高3 85 (41、44) 68 淺川 健吾 湘南学院高3 109 (55、54)

28 大徳 貴洸 湘南工科大学付属高1 86 (45、41) 69 岡田 大毅 法政大学第二高2 112 (61、51)

彌重 優人 厚木北高2 86 (43、43) 欠場 柴北 幸太 橘高1

河原 健吾 日本大学高1 86 (42、44) 欠場 伊藤 佑希 日本大学高3

31 露木 拓実 横浜旭陵高3 87 (42、45)

長田 芳樹 法政大学第二高2 87 (41、46)

森谷 康平 横浜桜陽高3 87 (40、47)

34 高橋 龍之介 厚木北高1 88 (48、40)

秋元 大典 慶應義塾高2 88 (47、41)

湯川 洋幸 湘南工科大学付属高3 88 (44、44)

野田 哲平 法政大学第二高3 88 (44、44)

村松 輝貴 武相高1 88 (43、45)

39 河田 桂 桐蔭学園高1 89 (47、42)

金久保 智哉 慶應義塾高3 89 (45、44)

平成23年7月19日

平成23年度関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　男子15～17歳の部　第1ブロック
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会場：
期日：

エントリー： 15名
出場： 15名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 勝亦 悠斗 富士高2 70 (35、35)

2 中神 徹 クラーク記念国際　浜松高3 75 (38、37)

3 澤木 聡仁 クラーク記念国際　浜松高2 76 (37、39)

- 以 上、 予 選 通 過 －

4 赤堀 良 浜松開誠館高2 78 (39、39)

5 太田 雄也 浜松北高2 81 (41、40)

井上 義久 山梨学院大学附属高3 81 (41、40)

7 鈴本 孔明 静岡学園高1 86 (43、43)

8 安部 諒 浜松開誠館高1 87 (44、43)

9 植田 翔 静岡学園高1 88 (43、45)

10 土井 健太郎 富士宮西高1 89 (43、46)

11 宮本 巧 静岡学園高1 91 (49、42)

山根 慶祐 静岡学園高1 91 (42、49)

13 石巻 有麻 駿台甲府高2 95 (52、43)

14 在原 悠 静岡学園高1 96 (51、45)

15 三浦 裕矢 静岡学園高1 104 (52、52)

平成23年7月19日

平成23年度関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　男子15～17歳の部　第2ブロック
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