
会場：

期日：
エントリー： 67名

出場： 67名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 志村 由羅 埼玉栄2 68 (34、34) 柴﨑 陸 正智深谷3 87 (41、46)

岩井 光太 埼玉栄3 68 (34、34) 43 松本 虎汰龍 埼玉平成3 88 (43、45)

滝澤 怜央 埼玉平成3 68 (34、34) 44 矢澤 未久翔 西武台3 89 (43、46)

渡辺 大輔 埼玉栄3 68 (32、36) 45 小林 一成 立教新座2 90 (47、43)

5 熊谷 地陽 埼玉栄3 69 (35、34) 𠮷岡 拓哉 埼玉栄2 90 (45、45)

飯田 悠麿 埼玉栄2 69 (34、35) 松田 瑞希 埼玉栄1 90 (44、46)

江尻 隼人 正智深谷3 69 (32、37) 48 井野岡 諒哉 浦和学院3 92 (44、48)

東 亜藍 埼玉栄3 69 (32、37) 安藤 真弥 埼玉栄3 92 (44、48)

9 相原 涼汰 埼玉栄3 70 (34、36) 50 髙荷 遥也 武蔵越生3 93 (47、46)

10 古屋 智史 正智深谷3 71 (36、35) 51 谷島 悠太 埼玉栄1 94 (48、46)

11 高崎 友輔 埼玉栄1 72 (35、37) 米原 和洲 埼玉栄2 94 (47、47)

12 松谷 崇嗣 埼玉栄1 73 (39、34) 53 亀井 朝陽 武蔵越生2 97 (46、51)

全 允浩 埼玉栄3 73 (36、37) 54 猪越 将秀 埼玉栄1 99 (50、49)

坂口 直輝 埼玉栄2 73 (36、37) 55 大山 祐輝 浦和学院3 103 (53、50)

齋藤 裕 埼玉栄1 73 (36、37) 昼間 要吹 浦和学院3 103 (50、53)

16 岡田 隼輔 埼玉栄1 74 (41、33) 57 山田 樹 立教新座2 104 (54、50)

斉藤 隼人 埼玉栄3 74 (38、36) 駒村 直哉 立教新座2 104 (50、54)

18 須田 航平 埼玉栄3 75 (38、37) 59 片倉 祐翔 埼玉栄1 106 (52、54)

19 五十嵐 勇翔 埼玉栄3 76 (39、37) 60 浜 迫秀 浦和学院2 107 (56、51)

水谷 奏仁 埼玉栄2 76 (39、37) 61 長谷部 匠哉 立教新座3 108 (54、54)

清水 瑛太 埼玉栄1 76 (37、39) 62 松﨑 祐也 埼玉平成2 111 (53、58)

和田 一馬 埼玉平成2 76 (37、39) 63 関根 啓太 立教新座2 115 (57、58)

23 富安 廉 埼玉栄1 77 (39、38) 荻原 優斗 埼玉平成3 115 (55、60)

茂木 陽太 本庄第一1 77 (39、38) 65 奥冨 颯斗 埼玉平成2 118 (61、57)

25 濱中 翔梧 浦和学院2 78 (40、38) 66 野澤 大地 立教新座3 122 (62、60)

26 寺田 悠路 埼玉栄2 79 (39、40) 67 加治 陽向 武蔵越生3 132 (65、67)

27 長谷川 和瑞大 埼玉栄2 80 (40、40)

山崎 隼大 浦和学院1 80 (39、41)

清水 太陽 浦和学院3 80 (38、42)

竹下 侑杜 埼玉平成1 80 (38、42)

31 築地 旦陽 立教新座3 81 (40、41)

32 黒岩 健佑 埼玉平成1 82 (41、41)

比留間 康介 埼玉栄2 82 (40、42)

34 上妻 勝太 埼玉平成2 83 (40、43)

稲木 向 埼玉栄1 83 (40、43)

36 小原 啓希 狭山ヶ丘3 85 (46、39)

中村 環希 埼玉栄3 85 (43、42)

関 莉生 埼玉栄1 85 (42、43)

小林 幸希 埼玉平成3 85 (41、44)

40 小口 遼斗 正智深谷2 86 (41、45)

41 吉田 攻輝 埼玉平成3 87 (46、41)

7月19日(火)

関東ジュニア選手権予選会(男子15～17歳の部)
鳩山カントリークラブ( 6780Yards   Par 72 )


