
会場：

期日：

エントリー： 109名

出場： 105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 新村 廉 佐久長聖中2 72 (39、33) 早坂 祐樹 宮内中3 81 (40、41) 82 廣瀬 礼 立教新座中2 95 (44、51)

岩崎 亜久竜 清水中2 72 (35、37) 赤出川 周亮 南中3 81 (38、43) 83 高見澤 稜 佐久長聖中1 96 (47、49)

3 鈴木 理央 秩父第一中3 74 (39、35) 43 岡田 大河 八幡中2 82 (42、40) 84 野口 英史朗 山梨大学附属中1 97 (48、49)

坂本 雄介 埼玉大学教育学部附属中1 74 (36、38) 中野 貴博 静岡大学教育学部附属島田中3 82 (40、42) 宮川 一輝 金岡中3 97 (42、55)

5 福井 千海 静岡大学教育学部附属浜松中2 75 (39、36) 久保 侑也 木瀬中3 82 (38、44) 86 鹿野内 貴裕 静岡学園中2 98 (47、51)

木庭 輝 指扇中学校中2 75 (38、37) 46 深澤 直貴 作新学院中3 83 (44、39) 87 大野 和希 丘中2 99 (50、49)

篠崎 嘉音 厚崎中2 75 (37、38) 新藤 蓮 霞ヶ関西中2 83 (40、43) 澁澤 克海 宝泉中2 99 (49、50)

越川 直毅 岡谷北部中3 75 (37、38) 迫田 航季 佐久長聖中2 83 (40、43) 渡辺 文弥 立教新座中3 99 (47、52)

長澤 奨 鰍沢中2 75 (37、38) 49 伊藤 拓海 都留第一中2 84 (43、41) 加藤 将 埼玉平成中1 99 (45、54)

須藤 啓太 山梨南中2 75 (36、39) 50 牛木 智教 宇都宮東高等学校附属中1 85 (44、41) 91 森 大賀 佐久長聖中1 100 (50、50)

関 大河 豊郷中2 75 (36、39) 三浦 春輝 静岡北中1 85 (43、42) 92 伊藤 洋志 佐久長聖中1 101 (54、47)

斉藤 優作 彦成中1 75 (35、40) 宮澤 拓夢 北部中1 85 (43、42) 93 金子 金之亮 埼玉栄中2 102 (50、52)

- 以 上、 予 選 通 過 － 堤 長太朗 佐久長聖中3 85 (43、42) 李 兆昊 埼玉栄中1 102 (48、54)

13 大栗 辰弥 河内中2 76 (39、37) 徳山 太一 草津中2 85 (42、43) 95 三枝 祐太 埼玉平成中1 103 (52、51)

井出 俊 鷹岡中3 76 (39、37) 斉藤 瑞己 姿川中2 85 (41、44) 96 巖淵 康貴 原山中2 104 (55、49)

石巻 貴羅 長坂中1 76 (38、38) 斉藤 有輝 静岡学園中3 85 (41、44) 97 鈴木 祥平 尾間木中2 107 (58、49)

伊藤 優太 高麗川中2 76 (37、39) 門田 健太郎 黒須中1 85 (40、45) 98 山内 一馬 佐野日本大学中2 108 (59、49)

杉山 悠司 北本中1 76 (37、39) 利根川 遼 若宮中2 85 (40、45) 99 石井 優汰 埼玉栄中2 113 (59、54)

18 上條 五大 佐久長聖中3 77 (39、38) 岡田 将虎 東北中1 85 (39、46) 東野 祐大 埼玉平成中1 113 (54、59)

吉田 隼人 佐野日本大学中3 77 (39、38) 60 下山 海月 佐久長聖中3 86 (44、42) 福田 恭平 与野西中2 113 (52、61)

吉田 翔 大岡中2 77 (39、38) 吉川 一平 中郷西中2 86 (43、43) 102 福地 慶人 埼玉栄中2 115 (60、55)

志塚 俊平 山田中2 77 (38、39) 水崎 奎太 桜ヶ丘中1 86 (43、43) 103 高野 幹太 埼玉栄中2 121 (55、66)

浮ケ谷 博之 コロンビアインターナショナル3 77 (38、39) 寺澤 健太郎 埴生中3 86 (42、44) 104 三浦 智幸 静岡学園中2 124 (62、62)

久保谷 太一 佐野日本大学中3 77 (37、40) 中世古 悠斗 吉原北中1 86 (42、44) 棄権 小林 優斗 上尾東中1

山本 雄太 作新学院中3 77 (36、41) 65 渡邉 圭宏 石和中1 87 (46、41) 欠場 大城 幹太 佐野日本大学中3

25 小澤 玲央 波田中1 78 (39、39) 一ノ瀬 秀都 姿川中1 87 (45、42) 欠場 佐藤 彩夢 道志中1

高橋 慧 氏家中2 78 (39、39) 67 榊原 夢歩 入間中1 88 (46、42) 欠場 村上 貴一 山梨大学教育人間科学部附属中1

百目鬼 光紀 石橋中2 78 (38、40) 68 新藤 冴 新里中学校中2 89 (45、44) 欠場 守谷 瑠偉 北中2

28 神谷 健太 朝霞第五中2 79 (38、41) 國松 伶音 静岡学園中1 89 (43、46)

恩田 拓哉 館林第一中2 79 (38、41) 吉澤 一瑠 横川中1 89 (43、46)

30 上田 晃平 静岡学園中2 80 (43、37) 71 中峰 康汰 埼玉栄中3 90 (45、45)

菅本 魁 富士見中1 80 (42、38) 古澤 颯乃祐 南中1 90 (42、48)

金 煕謙 佐久長聖中2 80 (40、40) 73 野村 祐真 東中2 91 (45、46)

室井 大我 豊郷中3 80 (40、40) 野口 英之助 山梨大学附属中3 91 (40、51)

大久保 克海 鎌田中2 80 (39、41) 75 原田 佳樹 佐久長聖中1 92 (49、43)

黒川 大輝 聖望学園中1 80 (38、42) 持田 哲平 佐久長聖中1 92 (48、44)

36 園田 昂生 長岡中2 81 (41、40) 羽田 祐一郎 明見中3 92 (42、50)

寺澤 浩太郎 埴生中3 81 (41、40) 78 鈴木 卓磨 埼玉平成中3 93 (47、46)

酒寄 凌 佐野日本大学中2 81 (41、40) 79 砂沢 聖哉 埼玉栄中3 94 (49、45)

石毛 誠 埼玉栄中3 81 (41、40) 李 傑 埼玉栄中1 94 (46、48)

田中 一輝 塚沢中2 81 (40、41) 渡辺 智也 河口湖南中2 94 (44、50)

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3ブロック

富士小山ゴルフクラブ( 6330Yards   Par 72 )


