
会場：

期日：
エントリー： 90名

出場： 88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 上野 陸 立正中3 70 (37、33) 41 西森 大芽 立教池袋中3 83 (42、41) 石川 柊汰 荒川第三中2 100 (49、51)

橋本 龍一郎 鶴牧中3 70 (35、35) 横山 隆乃助 杉並学院中3 83 (40、43) 83 吉井 一貴 玉川学園中3 104 (53、51)

相原 諒哉 田無第一中2 70 (33、37) 43 高山 航太朗 大森第四中3 84 (45、39) 鈴木 豪太 明治大学付属中野中3 104 (51、53)

吉田 圭吾 立教池袋中3 70 (33、37) 小川 真之介 城山中1 84 (41、43) 85 小本 澪 立教池袋中2 106 (48、58)

5 宮本 英門 杉並学院中3 71 (33、38) 喜屋武 寛太 杉並学院中3 84 (40、44) 86 高橋 嵐士 神田一ツ橋中3 108 (55、53)

6 梅内 秀太郎 立教池袋中1 72 (37、35) 46 井上 裕一郎 杉並学院中1 85 (44、41) 森田 一光 明治学院中1 108 (52、56)

7 中村 悠大 サレジオ中3 73 (37、36) 笠原 大輝 三鷹第一中1 85 (43、42) 88 村越 立空 東京学芸大学附属世田谷中1 120 (61、59)

8 野口 裕太 杉並学院中3 74 (37、37) 和田 要 杉並学院中3 85 (42、43) 欠場 榊原 麗 国学院久我山中1

坂内 勇輝 学習院中1 74 (36、38) 金森 圭太朗 立教池袋中2 85 (41、44) 欠場 田辺 大貴 町田南中1

塚本 大輝 立川第六中3 74 (35、39) 50 古橋 尚大 立正中3 86 (45、41)

11 五十嵐 瑠亜 田無第一中3 75 (37、38) 中西 圭 杉並学院中2 86 (44、42)

高橋 怜央 早稲田実業中3 75 (37、38) 奥山 大地 杉並学院中2 86 (44、42)

篠原 株登 国分寺第二中2 75 (36、39) 本間 一太 大泉第二中1 86 (44、42)

高梨 涼介 安田学園中2 75 (34、41) 松本 拓也 日本大学第一中3 86 (43、43)

15 安保 勇希 弦巻中2 76 (39、37) 大塩 尚輝 安田学園中2 86 (40、46)

大須賀 智輝 日本大学第一中3 76 (37、39) 石田 将大 大泉西中2 86 (39、47)

斉川 翔 日本大学第一中3 76 (36、40) 57 白鳥 恵一 西早稲田中1 87 (45、42)

毛利 一成 六月中3 76 (36、40) 赤岩 伶音 大泉北中1 87 (43、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 戸村 拓郎 上水中2 87 (42、45)

19 高橋 真央 早稲田実業中3 77 (38、39) 鎌田 晴匡 田園調布中3 87 (41、46)

川原 世紀 東葛西中3 77 (37、40) 61 橋本 英治 青嵐中2 88 (43、45)

21 佐藤 飛鳥 国立第二中2 78 (40、38) 62 千葉 竜聖 緑丘中2 90 (46、44)

辻川 恭平 西台中2 78 (40、38) 杉山 健太 明治大学付属中野八王子中3 90 (46、44)

大橋 星南 日本大学第一中3 78 (39、39) 津村 浩太 白鴎高等学校附属中2 90 (44、46)

岩富 凱也 小金井南中3 78 (38、40) 渡辺 陸太郎 立教池袋中3 90 (42、48)

秋山 雄誠 日本大学第一中3 78 (35、43) 66 滝田 和弘 立川第二中3 91 (46、45)

26 水野 陽稀 多摩大学附属聖ヶ丘中2 79 (40、39) 柳澤 陸 立教池袋中3 91 (46、45)

深尾 健太 杉並学院中2 79 (40、39) 清水 恵 立正中3 91 (45、46)

青木 竜真 新町中3 79 (39、40) 岡宮 海 高輪中2 91 (44、47)

29 和田 歩 杉並学院中1 80 (40、40) 加山 直樹 立正中3 91 (43、48)

藤村 祐輔 郁文館中1 80 (40、40) 赤間 颯斗 日本大学第一中3 91 (42、49)

堀内 太陽 早稲田大学高等学院中1 80 (40、40) 72 中澤 和大 明治大学付属中野中3 92 (47、45)

塚原 悠介 足立第九中1 80 (38、42) 山本 力輝 蒲原中1 92 (43、49)

33 佐々木 愁也 瀬田中2 81 (41、40) 74 渕上 太雅 あきる野東中3 93 (47、46)

石垣 快音 成立学園中2 81 (40、41) 馬場 裕康 明治大学付属中野八王子中3 93 (43、50)

小林 響 東京電機大学中3 81 (40、41) 76 若宮 翔梧 清瀬中2 94 (45、49)

安原 大将 日本大学第一中3 81 (40、41) 77 新田 航大 杉並学院中2 95 (47、48)

西片 太一 杉並学院中2 81 (38、43) 78 津村 将太 御徒町台東中2 97 (49、48)

谷口 康太郎 金町中1 81 (38、43) 79 美和 恭平 明治大学付属中野八王子中2 98 (50、48)

39 山内 大夢 明治大学付属中野中3 82 (39、43) 80 澤井 伶仁 明治大学付属中野中3 99 (49、50)

野本 椋太郎 芝中3 82 (39、43) 81 林 竜汰 杉並学院中3 100 (52、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12歳～14歳の部関東2ブロック予選競技

浜野ゴルフクラブ( 6617Yards   Par 72 )


	ランク

