
平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権男子の部決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表 参加者数　12歳～14歳の部　58名
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 15歳～17歳の部　98名

於：相模原ゴルフクラブ・東コース(7143yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

豊田 龍生 鹿沼北中2 85 深澤 直貴 埼玉栄高3 88 大須賀 智輝 日本大学第一中3 87 小野 耕平 西武台千葉高3 80

中島 啓太 大利根中2 77 白井 蓮 日出高1 78 五十嵐 瑠亜 田無第一中3 82 森下 蓮 日本ウェルネス高1 81

伊藤 泰良 みつわ台中3 84 鈴木 祥一郎 佐野日本大学高2 78 宮川 大輝 吉原東中2 79 坂本 僚平 正智深谷高2 87

澤田 大凱 三郷南中1 97 大岩 龍一 堀越高2 82 梅内 秀太郎 立教池袋中1 84 越川 直毅 佐久長聖高3 78

永谷 杜葉 城東中1 95 佐藤 宗太 代々木高3 80 渡辺 真悟 東海南中3 80 川島 理暉 埼玉栄高3 81

植木 祥多 春日部中3 72 毛利 理央 鹿島学園高2 90 野口 裕太 杉並学院中3 77 黒川 大輝 狭山ヶ丘高1 85

相原 諒哉 田無第一中2 84 牛木 智教 宇都宮東高1 91 安保 勇希 弦巻中2 81 平本 尚吾 拓殖大学紅陵高2 80

橋本 龍一郎 鶴牧中3 78 高野 碧輝 拓殖大学紅陵高3 84 森山 友貴 桐蔭学園中1 80 長澤 奨 青森山田高2 75

丁 志優 千城台南中2 78 鎌田 宗一郎 佐野日本大学高3 81 平本 世中 田名中3 79 堤 星也 厚木北高2 87

鈴木 晃祐 北部中2 83 中村 鎌大 松本秀峰高2 80 長野 京介 ぐんま国際アカデミー中2 87 鈴木 海斗 拓殖大学紅陵高2 81

柚木 将吾 昭和中3 89 鈴木 理央 埼玉栄高3 77 池田 悠太 星が丘中1 84 石毛 誠 埼玉栄高3 78

84 高橋 宝将 日本ウェルネス高1 78 毛利 一成 六月中3 87 呉 司聡 作新学院高1 84

79 塚本 岳 立教池袋高1 75 中島 央樹 浅羽野中3 85 星野 陸也 水城高3 72

山本屋 一太 渡田中3

井上 達希 聖光学院中3

佐久間 怜央 埼玉平成中2 81 若杉 卓海 開志学園高3 80 長倉 聖弥 名細中3 84 伊藤 優太 埼玉栄高2 75

宮本 英門 杉並学院中3 83 斉藤 貴海 埼玉平成高3 86 新村 駿 佐久長聖中2 80 吉田 悦都 立教新座高1 90

高橋 怜央 早稲田実業中3 87 吉田 歩生 かえつ有明高2 81 竹入 晟生 吉原第一中3 95 デリシ フィリップ 横田高2 74

江口 勇也 八千代松陰中2 86 大家 光世 新潟産業大学附属高2 82 岡田 大輔 八幡中3 76 夏堀 裕大 鹿島学園高1 75

吉本 直樹 銚子第五中3 80 迫田 航季 佐久長聖高2 81 美村 凌我 上菅田中3 77 吉田 翔 飛龍高2 76

河内 勝行 南総中2 78 斉藤 優作 埼玉栄高1 81 古橋 諒大 佐久長聖中3 76

上野 陸 立正中3 77 吉本 裕貴 千葉学芸高3 78

篠原 株登 国分寺第二中2 79 本間 佑 水城高2 75 中村 悠大 サレジオ中3 86 巣山 新太郎 代々木高2 88

田中 章太郎 取手第一中1 78 須藤 啓太 作新学院高2 79 古谷 侑大 茅ヶ崎第一中3 89 坂本 雄介 埼玉栄高1 76

塚本 大輝 立川第六中3 79 大西 魁斗 IMG ACADEMY高1 71 坂内 勇輝 学習院中1 86 千北 嘉太 日大三島高3 83

小島 翔太 立教池袋高3 90 堀口 直哉 水戸第五中2 87 木庭 輝 開志学園高2 79

五十嵐 将矢 川東中3 87 須田 恵太 佐野日本大学高3 87 内田 直輝 伊勢原中3 76 岡部 孝輝 厚木北高3 79

織井 昭汰 伊那中2 82 清水 優太 堀越高2 76 大澤 優 西浜中3 77 小室 圭 慶應高1 90

鈴木 敬太 打瀬中3 74 水崎 奎太 地球環境高1 78 高梨 涼介 安田学園中2 80 新村 廉 佐久長聖高2 81

石坂 友宏 岩戸中3 72 守谷 瑠偉 埼玉栄高2 82 平川 陸斗 千葉日本大学第一中3 84 柿澤 大輝 水城高3 76

伊藤 吏玖 結城南中2 83 齋藤 太稀 開志国際高1 82 三浦 大河 代々木高2 74 岩崎 亜久竜 クラーク記念国際高2 78

吉田 圭吾 立教池袋中3 84 澁澤 克海 正智深谷高2 85 関 将太 水城高2 70 林 侃汰朗 開志学園高3 79

武田 正輝 小見川中3 77 下田 雄大 堀越高3 83 淡路 恋 目黒学院高3 89 羽藤 勇司 千葉学芸高1 77

中曽根 義征 上田第六中3 96 藤田 亜久里 埼玉栄高2 80 有田 惇平 早稲田大学高等学院高1 102 早坂 祐樹 埼玉栄高3 79

田川 翔太郎 埼玉栄高3 100 山口 留以 埼玉栄高2 80 宮澤 拓夢 作新学院高1 85 中野 貴博 静岡学園高3 82

栗本 和博 日本ウェルネス高1 76 武田 大輔 山手学院高3 78 前田 晃希 佐野日本大学高3 80 篠崎 嘉音 開志学園高2 82

斉藤 史晶 新潟産業大学附属高3 75 野呂 涼 拓殖大学紅陵高2 74 川田 直人 埼玉平成高3 81 樋口 匠 立教池袋高1 83

恩田 拓哉 日出高2 78 工藤 黎 作新学院高1 77 渡辺 健斗 埼玉栄高2 80 篠 優希 代々木高2 78

高倍 淳一 開志国際高1 80 小川 詠次郎 開志学園高2 81 河田 丈一郎 開志学園高3 77 毛利 基文 水城高2 77

田村 祐樹 杉並学院高1 99 新藤 冴 共愛学園高2 76 阪根 竜之介 国士舘高1 79 金子 憲洋 立教池袋高1 90

長崎 拓実 千葉学芸高2 78 小斉平 優和 日本ウェルネス高1 75 島田 青葉 佐久長聖高2 80 芹川 諒 代々木高3 77

市川 省太 埼玉栄高3 87 竹内 巧 横浜旭陵高3 80 長井 翔 堀越高1 96 中野 幹生 埼玉栄高2 76

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　酒　巻　一　生

SCORE 組 時間 氏　　名

7:30

7月31日(木)

組 時間 氏　　名 所属 SCORE 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 SCORE所属 SCORE

31 9:00

2 7:39 12 9:09 22 7:39 32 9:09

1 7:30 11 9:00 21

3 7:48 13 9:18 23 7:48 33 9:18

34 9:27

5 8:06 15 9:36 25 8:06 35 9:36

4 7:57 14 9:27 24 7:57

36 9:45

7 8:24 17 9:54 27 8:24 37 9:54

6 8:15 16 9:45 26 8:15

40 10:2110 8:51 20 10:21 30 8:51

38 10:03

9 8:42 19 10:12 29 8:42 39 10:12

8 8:33 18 10:03 28 8:33


