
会場：

期日：
エントリー： 83名

出場： 80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 伊藤 吏玖 結城南中2 69 (35、34) 百岳 将希 富津中2 79 (36、43) 欠場 伊藤 颯良 麗澤中3

五十嵐 将矢 川東中3 69 (33、36) 42 市川 輝 千波中1 81 (42、39) 欠場 石毛 一輝 習志野台中3

3 武田 正輝 小見川中3 72 (38、34) 斎藤 大輝 鏡が沖中2 81 (39、42)

渡辺 真悟 東海南中3 72 (37、35) 竹内 悠揮 山潟中2 81 (38、43)

伊藤 泰良 みつわ台中3 72 (36、36) 45 大吉 友輝 那珂第一中3 82 (45、37)

田中 章太郎 取手第一中1 72 (35、37) 中澤 紀和 二宮中2 82 (43、39)

7 河内 勝行 南総中1 73 (39、34) 朝日向 翼 愛宕中3 82 (43、39)

宮川 大輝 吉原東中2 73 (39、34) 48 斉藤 匠 小池中3 83 (43、40)

平川 陸斗 千葉日本大学第一中3 73 (36、37) 堀越 勘太 麻生中3 83 (41、42)

鈴木 晃祐 北部中2 73 (36、37) 前田 知紀 南総中2 83 (40、43)

11 岡田 大輔 八幡中3 74 (40、34) 51 平野 達己 南行徳中2 84 (44、40)

丁 志優 千城台南中2 74 (39、35) 田辺 隆一 富岡中3 84 (43、41)

竹入 晟生 吉原第一中3 74 (38、36) 竹原 立望 袋井南中2 84 (41、43)

吉本 直樹 銚子第五中3 74 (38、36) 金田 卓己 柏土中1 84 (40、44)

堀口 直哉 水戸第五中2 74 (37、37) 55 千羽 祐介 青島北中2 85 (46、39)

江口 勇也 八千代松陰中2 74 (34、40) 三角 良都 千葉日本大学第一中2 85 (44、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 57 風岡 衣杏 上条中1 86 (46、40)

17 竹入 颯真 吉原第一中1 75 (38、37) 倉石 渓太 麗澤中3 86 (45、41)

戸松 仁 田上中3 75 (38、37) 大家 成登 広神中3 86 (43、43)

村上 拓海 下貝塚中3 75 (38、37) 石井 辰弥 鎌ヶ谷第三中3 86 (42、44)

杉田 龍英 鷹岡中2 75 (37、38) 伊東 流星 伊東南中2 86 (42、44)

細谷 朋生 茂原東中2 75 (37、38) 62 植頭 駿迪 流山東部中2 87 (45、42)

桐生 慎太郎 愛宕中3 75 (36、39) 笹山 峻 高志中等教育学校中1 87 (43、44)

23 新木 衛 大和田中3 76 (40、36) 森崎 怜 錦田中3 87 (40、47)

中村 竜 平井中2 76 (39、37) 65 込山 要 ちはら台南中2 88 (44、44)

横溝 武蔵 三田中3 76 (37、39) 66 竹下 海人 城山中3 89 (47、42)

大和 武尊 大網中3 76 (36、40) 田中 洸輔 旭が丘中1 89 (47、42)

27 鴨野 勝 勝田第三中3 77 (41、36) 井原 史韻 ちはら台南中2 89 (44、45)

小滝 丈慈 大島中1 77 (38、39) 建守 千都 糸魚川中1 89 (43、46)

松本 虎薫 柏第二中3 77 (37、40) 70 小林 龍生 旭市立第二中1 91 (42、49)

古賀 浩輝 我孫子中2 77 (37、40) 71 岩舘 輝 金江津中2 92 (48、44)

31 山野 国士 千葉日本大学第一中1 78 (42、36) 和田 佳祐 稲毛高等学校付属中1 92 (47、45)

宮内 遼河 旭第二中2 78 (42、36) 73 加藤 将 茗溪学園中3 93 (47、46)

半田 紘夢 多古中3 78 (40、38) 鈴木 遼太 勝田第三中2 93 (45、48)

倉持 翔 石岡中2 78 (39、39) 75 田辺 虎 日本大学三島中1 94 (50、44)

山崎 丈瑠 川間中2 78 (39、39) 76 岡田 悠良 旭が丘中1 99 (44、55)

36 勝俣 翔 ちはら台南中1 79 (40、39) 77 岡島 一斗 稲毛高等学校付属中1 101 (54、47)

齊藤 俊輔 増穂中3 79 (39、40) 78 浅野 功大 常盤平中2 102 (49、53)

芦沢 悠 城南中2 79 (38、41) 79 高原 竜弥 五井中3 106 (53、53)

鈴木 辰海 千倉中3 79 (37、42) 80 飯塚 敬吾 八街中1 110 (57、53)

安部 高秀 小金南中3 79 (37、42) 欠場 白石 星南 泉丘中3

7月22日(火)

平成26年度関東ジュニアゴルフ選手権男子12歳～14歳の部関東1ブロック予選競技

藤ヶ谷カントリークラブ( 6293Yards   Par 72 )
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