
会場：

期日：
エントリー： 107名

出場： 103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 野呂 涼 拓殖大学紅陵高2 63 (32、31) 平野 海里 水城高3 75 (37、38) 笹島 怜央 鹿島学園高2 80 (38、42)

2 森下 蓮 日本ウェルネス高1 66 (33、33) 松岡 優太朗 千葉学芸高2 75 (37、38) 83 吉澤 海里 麗澤高2 81 (41、40)

夏堀 裕大 鹿島学園高1 66 (32、34) 小澤 玲央 鹿島学園高1 75 (36、39) 花島 和樹 印旛明誠高2 81 (40、41)

4 高橋 宝将 日本ウェルネス高1 67 (33、34) 水主川 大樹 我孫子二階堂高3 75 (36、39) 千村 真之介 拓殖大学紅陵高3 81 (39、42)

鈴木 海斗 拓殖大学紅陵高2 67 (33、34) 照沼 純平 千葉日本大学第一高2 75 (36、39) 滝田 和司 静岡北高2 81 (38、43)

羽藤 勇司 千葉学芸高1 67 (32、35) 吉村 幸樹 鹿島学園高3 75 (34、41) 飯塚 裕汰 千葉学芸高3 81 (37、44)

7 吉本 裕貴 千葉学芸高3 68 (33、35) 47 上野 晃紀 千葉学芸高2 76 (42、34) 88 加藤 剛 茗渓学園高2 82 (41、41)

8 柿澤 大輝 水城高3 69 (32、37) 曽原 和樹 日本ウェルネス高1 76 (39、37) 小野 光弘 千葉学芸高3 82 (40、42)

9 小斉平 優和 日本ウェルネス高1 70 (35、35) 櫻井 拓海 千葉学芸高1 76 (39、37) 90 岡野 武郁 千葉学芸高1 83 (41、42)

長崎 拓実 千葉学芸高2 70 (35、35) 相川 太郎 千葉学芸高3 76 (39、37) 矢口 宣洋 鹿島学園高3 83 (39、44)

小野 耕平 西武台千葉高3 70 (35、35) 飯島 健之恭 日本ウェルネス高1 76 (38、38) 清水 聖矢 静岡学園高1 83 (38、45)

毛利 理央 鹿島学園高2 70 (34、36) 石巻 貴羅 駿台甲府高1 76 (38、38) 93 鹿野内 貴裕 静岡学園高2 84 (41、43)

平本 尚吾 拓殖大学紅陵高2 70 (34、36) 坂本 幹太 水城高3 76 (38、38) 大森 健人 千葉日本大学第一高1 84 (41、43)

14 栗本 和博 日本ウェルネス高1 71 (37、34) 中世古 悠斗 富士市立高2 76 (38、38) 95 佐藤 譲 千葉北高1 85 (43、42)

中野 貴博 静岡学園高3 71 (36、35) 岡田 大河 浜松南高2 76 (37、39) 96 後藤 健斗 拓殖大学紅陵高3 86 (45、41)

毛利 基文 水城高2 71 (35、36) 宇野 信宏 クラーク記念国際高3 76 (37、39) 97 田辺 晟 MONTVERDE ACADEMY高2 87 (39、48)

関 将太 水城高2 71 (35、36) 山田 英斉 拓殖大学紅陵高3 76 (36、40) 98 礒辺 友樹 千葉日本大学第一高1 88 (39、49)

岩崎 亜久竜 クラーク記念国際高2 71 (34、37) 58 山崎 隼人 西武台千葉高2 77 (41、36) 99 西村 涼 静岡学園高1 90 (46、44)

本間 佑 水城高2 71 (32、39) 湯本 開史 千葉学芸高2 77 (40、37) 藤本 賢祐 千葉学芸高1 90 (42、48)

20 吉田 翔 飛龍高2 72 (37、35) 生駒 怜児 拓殖大学紅陵高1 77 (39、38) 101 長谷川 雅季 千葉日本大学第一高1 91 (43、48)

高野 碧輝 拓殖大学紅陵高3 72 (36、36) 佐藤 慶介 拓殖大学紅陵高3 77 (39、38) 102 南 有馬 拓殖大学紅陵高2 95 (47、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 鈴木 貴之 拓殖大学紅陵高3 77 (38、39) 103 中村 隆太郎 つくば国際大学高2 101 (50、51)

今野 匠 ルネサンス高1 72 (36、36) 松本 岳士 浜松学院高2 77 (37、40) 欠場 濱宮 勇樹 拓殖大学紅陵高1

関根 和希 千葉学芸高2 72 (34、38) 齋藤 康平 拓殖大学紅陵高2 77 (36、41) 欠場 嘉数 彗悟 千葉学芸高1

猪狩 広大 ルネサンス高1 72 (34、38) 65 島田 康成 鹿島学園高2 78 (43、35) 欠場 上田 晃平 静岡学園高2

庄司 将也 水城高3 72 (34、38) 小林 光太郎 竹園高2 78 (42、36) 欠場 照屋 亮太 日本ウェルネス高1

26 伊藤 拓海 山梨学院大学附属高2 73 (39、34) 早瀬 瑛太 印旛明誠高1 78 (41、37)

櫛山 勝弘 拓殖大学紅陵高2 73 (37、36) 土橋 健 千葉学芸高3 78 (39、39)

大久保 克海 鹿島学園高2 73 (37、36) 遠藤 慎之介 千葉西高3 78 (38、40)

安藤 稜平 千葉学芸高2 73 (37、36) 宮内 大河 千葉学芸高1 78 (37、41)

押田 凌大郎 長生高3 73 (37、36) 71 佐々木 皇 日本大学三島高3 79 (41、38)

赤出川 周亮 西武台千葉高3 73 (36、37) 大塚 大樹 千葉学芸高3 79 (38、41)

神谷 健太 水城高3 73 (36、37) 操上 眞廣 千葉南高1 79 (37、42)

林 拓海 拓殖大学紅陵高1 73 (36、37) 大谷 滉介 多古高1 79 (37、42)

34 金原 丈也 日本ウェルネス高1 74 (37、37) 砂沢 聖哉 千葉学芸高3 79 (37、42)

井出 俊 クラーク記念国際高3 74 (37、37) 村上 貴一 山梨学院大学附属高1 79 (36、43)

田辺 練 大原高3 74 (36、38) 77 大福 正人 多古高3 80 (41、39)

伏見 秀道 千葉日本大学第一高3 74 (36、38) 大島 悠生 麗澤高1 80 (40、40)

神 佳郎 拓殖大学紅陵高3 74 (36、38) 大原 健陽 千葉学芸高3 80 (40、40)

山田 直紀 拓殖大学紅陵高1 74 (35、39) 三橋 正季 袖ヶ浦高2 80 (40、40)

40 園田 昂生 日本大学三島高2 75 (37、38) 横田 光 印旛明誠高1 80 (39、41)

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2ブロック予選競技

横浜カントリークラブ・東コース( 6358Yards   Par 72 )
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