
会場：
期日：

エントリー： 76名
出場： 75名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 山岸 風太 湘南学園中3 70 (36、34) 中島 拓人 妙典中1 86 (41、45)

2 長崎 拓実 蘇我中2 75 (37、38) 42 田村 亮 日本大学中3 87 (45、42)

3 松坂 綾太 日本大学中3 76 (37、39) 古屋 諒人 Saddlebrook2 87 (42、45)

鈴木 海斗 千倉中2 76 (36、40) 44 松本 健太郎 南菅中1 88 (49、39)

5 大塚 大樹 湊中3 77 (41、36) 佐藤 譲 草野中1 88 (44、44)

徳嶽 太 浜岳中3 77 (39、38) 小林 兼人 関東学院中2 88 (42、46)

武田 大輔 山手学院中3 77 (38、39) 47 山本 光人 森村学園中3 89 (45、44)

羽藤 勇司 富里北中1 77 (38、39) 神 佳郎 松戸第一中3 89 (44、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 山本 健太 葛城中1 89 (43、46)

宇野 信宏 牧野原中3 77 (37、40) 50 假谷 直輝 千葉日本大学第一中2 90 (43、47)

遠藤 慎之介 有秋中3 77 (36、41) 長田 栄明 鴨宮中2 90 (42、48)

11 山田 英斉 初富中3 78 (40、38) 52 三上 賢太郎 横須賀学院中1 91 (45、46)

上野 晃紀 中原中2 78 (40、38) 53 白井 蓮 清和中1 92 (48、44)

山田 直紀 酒匂中1 78 (38、40) 伊藤 智哉 我孫子中2 92 (45、47)

原田 大雅 湘南台中2 78 (37、41) 工藤 高久 相洋中1 92 (44、48)

15 櫛山 勝弘 日の出中2 79 (42、37) 56 小室 圭 慶応義塾普通部中1 93 (48、45)

押田 凌大郎 大網中3 79 (40、39) 仲村 元暉 逆井中1 93 (48、45)

小室 順 慶応義塾普通部中3 79 (39、40) 櫻井 拓海 西中1 93 (48、45)

大岩 龍一 誉田中2 79 (37、42) 59 小野 光弘 葛飾中3 94 (50、44)

19 木間塚 大河 名瀬中2 80 (41、39) 押田 恭兵 大網中1 94 (48、46)

竹内 巧 橘中3 80 (41、39) 61 宮内 大河 旭市第二中1 95 (49、46)

吉本 裕貴 銚子第五中2 80 (40、40) 62 堀部 雅貴 愛川東中1 96 (45、51)

佐藤 慶介 おゆみ野南中3 80 (40、40) 63 定成 弥 みたけ台中2 97 (51、46)

安間 魁 岩崎中3 80 (38、42) 會田 侑希 森村学園中3 97 (47、50)

大原 健陽 明海中3 80 (38、42) 65 湊 将義 東山田中1 98 (52、46)

松岡 優太朗 花園中2 80 (36、44) 水主川 大樹 松戸第三中3 98 (50、48)

26 沼田 凌 宮崎中1 81 (38、43) 操上 眞廣 湿津中1 98 (49、49)

高野 碧輝 旭市第二中3 81 (38、43) 早瀬 瑛太 中台中1 98 (46、52)

28 照沼 純平 千葉日本大学第一中2 82 (39、43) 69 吉澤 海里 麗澤中2 99 (50、49)

29 福村 祐人 相陽中3 83 (42、41) 70 中野 多聞 田名中2 102 (49、53)

三浦 大河 藤野中2 83 (40、43) 71 関根 和希 福栄中2 103 (49、54)

毛利 基文 多古中2 83 (39、44) 72 中山 凱翔 東海大学付属相模中1 107 (52、55)

32 湯本 開史 大穴中2 84 (43、41) 73 渡邊 晋 日本大学中2 110 (54、56)

林 拓海 逆井中1 84 (43、41) 74 池田 翔磨 蔵波中1 111 (51、60)

野呂 涼 小見川中2 84 (41、43) 棄権 岡部 紘己 田奈中2

35 寺村 凌河 若葉中1 85 (42、43) 欠場 本多 将幸 日本大学中3

36 千村 真之介 習志野台中3 86 (48、38)

中川 雄飛 ちはら台南中2 86 (44、42)

濱宮 勇樹 久里浜中1 86 (42、44)

生駒 怜児 南部中1 86 (42、44)

伏見 秀道 千葉日本大学第一中3 86 (42、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12～14歳の部　第2ブロック

浜野ゴルフクラブ( 6527Yards   Par 72 )


