
2021関東ジュニア決勝男子15～17歳の部　第1Rスコア速報
※スコア速報です。公式記録ではありません。

出場76名中 76名 終了 16:42

ランク    氏名

1 本 大志 65 (33,32)
2 中野 麟太朗 69 (35,34)

吉沢 己咲 69 (34,35)
坂田 一真 69 (36,33)
小林 大河 69 (35,34)

6 栗原 遥大 70 (35,35)
7 小田 祥平 71 (36,35)

佐藤 快斗 71 (34,37)
9 竹中 雅貴 72 (39,33)

竹原 佳吾 72 (36,36)
花村 秀太 72 (37,35)

12 隅内 雅人 73 (36,37)
小林 翔音 73 (38,35)
細谷 幹 73 (39,34)
大村 仁乃 73 (36,37)

16 東 亜藍 74 (39,35)
石川 巧 74 (38,36)
岩井 光太 74 (37,37)
小屋 将一朗 74 (38,36)
斉藤 隼人 74 (36,38)

21 飯田 悠麿 75 (38,37)
小松 潤 75 (38,37)
篠原 雷登 75 (36,39)

24 金指 統哉 76 (39,37)
神田 悠貴 76 (40,36)
康 翔亮 76 (39,37)
齋藤 光 76 (38,38)
泊 隆太 76 (39,37)
須田 航平 76 (38,38)
櫻井 稜真 76 (38,38)
星野 豪希 76 (39,37)
中村 大聖 76 (40,36)
鶴瀬 覇也 76 (36,40)

34 仲西 郷 77 (40,37)
黒田 幸太郎 77 (39,38)
難波 大翔 77 (37,40)
大久保 海 77 (38,39)
平野 誠一 77 (36,41)

39 清水 拳斗 78 (41,37)
島岡 聖 78 (37,41)
藤井 優音 78 (42,36)
亥飼 陽 78 (41,37)
松枝 靖悟 78 (41,37)
松澤 虎大 78 (40,38)
板村 凌太 78 (39,39)
福士 翔琉 78 (37,41)
伊藤 颯汰 78 (38,40)
柏俣 結生 78 (36,42)

49 平山 幸作 79 (42,37)

スコア



ランク    氏名 スコア

大野 倖 79 (40,39)
髙梨 倭 79 (39,40)
島貫 海輝登 79 (39,40)
昌山 大暉 79 (38,41)

54 滝澤 怜央 80 (41,39)
戸﨑 拓海 80 (42,38)
向後 太賀 80 (40,40)
相原 涼汰 80 (38,42)

58 上原 大 81 (41,40)
犬飼 泰我 81 (41,40)
菱沼 壮太 81 (38,43)

61 浜中 翔梧 82 (41,41)
62 五十嵐 勇翔 83 (42,41)
63 藤井 元気 84 (46,38)

塚越 光玖 84 (45,39)
橘 優空 84 (41,43)
菅原 大喜 84 (44,40)

67 山本 祐生 85 (41,44)
全 允浩 85 (39,46)

69 塚本 恵斗 86 (46,40)
阿出川 宗哉 86 (45,41)
清水 蔵之介 86 (40,46)

72 佐藤 匠真 87 (42,45)
上村 侑輝 87 (41,46)

74 岩槻 竜ノ介 88 (45,43)
横井 太郎 88 (41,47)

76 津田 雅虎 89 (45,44)


