
会場：

期日：
エントリー： 52名

出場： 51名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大岩 龍一 堀越高2 69 (35、34) 磯野 駆 東海大学付属高輪台高2 97 (49、48)

2 小川 詠次郎 開志学園高2 70 (34、36) 42 高橋 健人 堀越高2 98 (49、49)

3 長井 翔 堀越高1 73 (39、34) 松島 圭祐 専修大学附属高2 98 (47、51)

白井 蓮 日出高1 73 (38、35) 44 川田 敬士 明治大学付属中野八王子高3 101 (51、50)

篠崎 嘉音 開志学園高2 73 (35、38) 小佐野 将 明治大学付属中野八王子高2 101 (48、53)

阪根 竜之介 国士舘高1 73 (35、38) 46 安藤 大貴 目黒学院高3 102 (52、50)

7 大家 光世 新潟産業大学附属高2 74 (39、35) 47 鈴木 雄祐 聖学院高2 104 (53、51)

佐藤 宗太 代々木高3 74 (38、36) 寺西 大河 東海大学菅生高1 104 (52、52)

樋口 匠 立教池袋高1 74 (36、38) 49 武島 健太 明治大学付属中野八王子高2 105 (57、48)

齋藤 太稀 開志国際高1 74 (35、39) 50 伊波川 拓哉 法政大学高3 111 (54、57)

- 以 上、 予 選 通 過 － 51 井上 要 東海大学付属高輪台高3 118 (56、62)

11 笹井 孝祐 立教池袋高1 75 (37、38) 欠場 趙 庸珪 早稲田大学高等学院高1

12 森川 治門 立教池袋高2 77 (39、38)

武田 直人 杉並学院高3 77 (39、38)

鈴木 優大 早稲田大学本庄高1 77 (38、39)

15 粟山 尚 Kingsway Christian College高3 78 (39、39)

16 鶴田 宙大 立教池袋高2 79 (41、38)

安部 修吾 堀越高3 79 (39、40)

18 多戸 仁一 成蹊高3 80 (40、40)

19 萩原 陽太 宇都宮高2 81 (43、38)

樋口 有孝 安田学園高3 81 (41、40)

市村 優 新潟産業大学附属高2 81 (40、41)

22 阿部 俊介 明治大学付属中野高1 82 (44、38)

國澤 宗真 日本大学第一高2 82 (42、40)

大竹 優幸 駒場学園高1 82 (42、40)

東 尚吾 東京インターハイスクール高3 82 (40、42)

26 松井 崇光 日本大学第一高3 84 (44、40)

宮崎 星冬 杉並学院高3 84 (43、41)

28 滝澤 賢生 代々木高1 87 (47、40)

星 一生 立教池袋高1 87 (45、42)

吉澤 一瑠 開志国際高1 87 (43、44)

北村 征大 明治大学付属中野高3 87 (42、45)

32 紅谷 拡輝 専修大学附属高2 88 (46、42)

渡辺 健勢 杉並学院高3 88 (45、43)

34 阿藤 起久 杉並学院高3 89 (43、46)

35 松岡 展也 足立学園高2 90 (44、46)

36 中島 広太郎 明治大学付属中野八王子高3 91 (45、46)

37 阪堂 和也 成蹊高3 92 (46、46)

38 神山 将輝 明治大学付属中野八王子高2 95 (47、48)

39 高橋 龍之助 駒場学園高1 96 (49、47)

40 島崎 吾郎 開成高2 97 (49、48)

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部関東1ブロック第1予選競技

日高カントリークラブ　東・西コース( 6866Yards   Par 72 )



会場：

期日：
エントリー： 51名

出場： 50名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 下田 雄大 堀越高3 66 (34、32) 41 向笠 修 杉並学院高3 94 (47、47)

2 デリシ フィリップ 横田高2 68 (34、34) 命婦 隼也 日本大学第一高1 94 (45、49)

3 吉田 歩生 かえつ有明高2 72 (37、35) 43 岩月 翔一 駒場学園高3 95 (49、46)

4 河田 丈一郎 開志学園高3 73 (37、36) 河田 拓万 成城学園高1 95 (49、46)

塚本 岳 立教池袋高1 73 (34、39) 田中 秀幸 青山学院高3 95 (47、48)

6 清水 優太 堀越高2 74 (39、35) 46 前田 涼太 明治大学付属中野八王子高1 96 (50、46)

大西 魁斗 IMG ACADEMY高1 74 (37、37) 岡本 竜成 早稲田実業高2 96 (47、49)

芹川 諒 代々木高3 74 (35、39) 48 小西 隼平 明治大学付属中野高2 102 (51、51)

9 木庭 輝 開志学園高2 75 (35、40) 49 北原 大河 駒場学園高2 105 (54、51)

10 金子 憲洋 立教池袋高1 77 (40、37) 50 多田 寛貴 東海大学付属高輪台高3 120 (59、61)

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 中村 正太郎 明治大学付属中野高3

樋口 航平 杉並学院高3 77 (40、37)

水戸 颯 開志国際高1 77 (38、39)

森山 錬 代々木高3 77 (37、40)

14 菅本 魁 開志国際高1 78 (39、39)

高橋 慧 開志学園高2 78 (38、40)

平川 諒 駒場学園高2 78 (38、40)

17 田中 健太郎 明治大学付属中野高3 79 (42、37)

金子 凌之 保谷高1 79 (41、38)

片岡 大士 聖学院高2 79 (41、38)

20 堤 健太朗 明治大学付属中野高3 80 (40、40)

坂中 亨 堀越高2 80 (38、42)

22 遠藤 一生 杉並学院高2 81 (40、41)

23 松田 賢志郎 目黒学院高3 82 (41、41)

野村 龍太郎 駒場学園高1 82 (41、41)

會田 新之介 駒場学園高2 82 (38、44)

26 加藤 政和 早稲田実業高3 84 (43、41)

岩沢 一輝 クラーク記念国際高3 84 (41、43)

28 菅野 将太 東海大学菅生高3 85 (44、41)

29 角 海利 代々木高1 86 (44、42)

鹿島 裕樹 代々木高2 86 (44、42)

井上 賢人 日出高1 86 (42、44)

32 寺下 亮 新潟産業大学附属高2 88 (47、41)

大瀬 侑磨 日本大学第一高1 88 (46、42)

福田 博之 立教池袋高2 88 (43、45)

35 坂下 将健 駒場学園高3 90 (47、43)

吉野 元紹 杉並学院高3 90 (41、49)

37 大久保 安紋 明治大学付属中野高1 91 (47、44)

小林 俊貴 明治大学付属中野高2 91 (46、45)

39 伊藤 黎 日本大学第一高2 92 (45、47)

40 山崎 聖矢 目黒学院高3 93 (45、48)

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部関東1ブロック第2予選競技

日高カントリークラブ　西・南コース( 6539Yards   Par 72 )



会場：

期日：
エントリー： 51名

出場： 50名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 高倍 淳一 開志国際高1 71 (39、32) 41 堀野 玲於 東海大学付属高輪台高3 96 (50、46)

淡路 恋 目黒学院高3 71 (36、35) 42 新野 晃祐 玉川学園高2 97 (51、46)

3 若杉 卓海 開志学園高3 72 (37、35) 本田 拓也 墨田川高2 97 (51、46)

4 篠 優希 代々木高2 73 (39、34) 44 松原 伊吹 学習院高1 98 (52、46)

林 侃汰朗 開志学園高3 73 (37、36) 篠崎 雄太 目黒学院高3 98 (47、51)

6 巣山 新太郎 代々木高2 74 (38、36) 46 木島 捷太郎 駒場学園高3 99 (50、49)

小島 翔太 立教池袋高3 74 (37、37) 47 鈴木 紅紫 駒場学園高3 100 (51、49)

8 有田 惇平 早稲田大学高等学院高1 76 (38、38) 48 金城 光弘 駒場学園高3 106 (50、56)

恩田 拓哉 日出高2 76 (37、39) 49 渕之上 怜央 東海大学付属高輪台高2 165 (83、82)

斉藤 史晶 新潟産業大学附属高3 76 (37、39) 失格 佐藤 究 明治大学付属中野高3

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 木間塚 大河 代々木高2

11 鈴木 崇仁 玉川学園高3 77 (40、37)

二村 健人 早稲田実業高2 77 (40、37)

青木 公翼 立教池袋高1 77 (39、38)

14 中島 拓人 明治大学付属中野高1 79 (42、37)

呉 英彪 開志国際高1 79 (41、38)

岡田 将虎 新潟産業大学附属高1 79 (38、41)

高橋 海仁 駒場学園高2 79 (38、41)

18 石塚 雄也 新潟産業大学附属高3 80 (39、41)

鄭 多仁 明治大学付属中野高1 80 (38、42)

20 関根 一眞 杉並学院高1 83 (43、40)

井口 隆哉 明治大学付属中野高2 83 (42、41)

金山 直道 文教大付属高3 83 (41、42)

23 岩佐 樹里哉 白鴎高2 84 (43、41)

24 田村 祐二 明治大学付属中野八王子高3 85 (45、40)

神田 翼 日本大学第一高2 85 (44、41)

朱田 晴則 明治大学付属中野高2 85 (42、43)

島田 勇介 明治大学付属中野高3 85 (40、45)

飯田 隆広 芝浦工業大学高3 85 (38、47)

29 鈴木 厚汰 明治大学付属中野高1 86 (44、42)

山田 智大 立教池袋高1 86 (43、43)

31 加藤 寛之 明治大学付属中野高2 87 (44、43)

田中 元弥 駒場学園高2 87 (40、47)

33 榎本 大芽 堀越高1 88 (45、43)

永尾 瑠希 立教池袋高2 88 (45、43)

35 中井 賢人 日出高1 89 (44、45)

36 永井 翔 駒場学園高3 92 (44、48)

土屋 崚 明治大学付属中野高1 92 (44、48)

38 石井 航平 聖学院高2 95 (48、47)

渡邊 尚 聖学院高1 95 (47、48)

小作 将弘 明治大学付属中野八王子高2 95 (42、53)

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部関東1ブロック第3予選競技

日高カントリークラブ　南・東コース( 6495Yards   Par 72 )


