
会場：

期日：
エントリー： 83名

出場： 78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 梅内 秀太郎 TEAM KGA ジュニア 71 (37、34) 鈴木 大哉 関東国際 82 (39、43) 欠場 井上 裕之 神奈川

平川 陸斗 櫛形 71 (37、34) 42 大崎 将行 宍戸ヒルズ 83 (43、40) 欠場 安田 成喜 我孫子

3 亥飼 台 水戸レイクス 72 (37、35) 淺野 友太郎 関東ジュニア 83 (43、40)

齋藤 光 扶桑 72 (36、36) 音喜多 宏彰 石岡 83 (42、41)

千葉 涼晴 水戸レイクス 72 (35、37) 榎本 隆司 都賀 83 (42、41)

6 吉澤 一瑠 那須小川 73 (38、35) 青木 慶太 習志野 83 (41、42)

内山 海聡 JGM セベバレステロス 73 (37、36) 早瀬 瑛太 JGM セベバレステロス 83 (41、42)

8 横山 隆乃助 那須小川 74 (38、36) 森 勇乃祏 那須小川 83 (40、43)

細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 74 (38、36) 49 坂田 晃一 宇都宮 84 (48、36)

10 井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 75 (38、37) 小畑 健史 都賀 84 (44、40)

矢田部 和人 宇都宮 75 (38、37) 山田 智大 立教大 84 (43、41)

富永 龍輝 水戸レイクス 75 (37、38) 52 鶴田 宙大 立教大 85 (48、37)

宮部 澪央 水戸レイクス 75 (37、38) 飯岡 弘臣 つくばね 85 (46、39)

鈴木 洸大 水戸レイクス 75 (36、39) 光信 直長 東千葉 85 (45、40)

15 小林 龍生 佐原 76 (40、36) 岡野 智弘 石岡 85 (43、42)

鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 76 (40、36) 渡部 隆夫 嵐山 85 (42、43)

佐藤 壱洸 那須小川 76 (39、37) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 85 (42、43)

光山 成夫 東名 76 (39、37) 58 山本 昌邦 都賀 86 (43、43)

長谷 政真 石岡 76 (38、38) 藤波 寿一 太平洋・佐野ヒルクレスト 86 (42、44)

白金 満明 鴻巣 76 (37、39) 丹羽 彦仁 大宮国際 86 (42、44)

堀 太陽 水戸レイクス 76 (36、40) 大竹 篤史 富士笠間 86 (40、46)

22 亥飼 陽 水戸レイクス 77 (39、38) 62 平塚 寛彰 米原 88 (48、40)

篠田 徳明 浅見 77 (36、41) 津久浦 邦明 レインボーヒルズ 88 (45、43)

24 宮田 広人 皆川城 78 (40、38) 64 武田 法久 万木城 89 (46、43)

小林 翔音 扶桑 78 (39、39) 海老名 洋史 石岡 89 (45、44)

26 堀江 隆 マナ 79 (42、37) 倉持 翔 水戸レイクス 89 (44、45)

堀口 直哉 水戸レイクス 79 (40、39) 67 大内 剛 万木城 90 (48、42)

勝又 正浩 東京 79 (39、40) 古賀 浩輝 扶桑 90 (44、46)

29 木下 幸一 霞ヶ関 80 (44、36) 69 古川 佑汰 JGM セベバレステロス 91 (44、47)

和田 洸夢 水戸レイクス 80 (42、38) 林 和彦 鶴 91 (44、47)

高山 知晃 あさひヶ丘 80 (42、38) 71 菊地 久 烏山城 92 (50、42)

荒井 竜也 JGM セベバレステロス 80 (40、40) 渡部 順 鶴舞 92 (44、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 73 芝﨑 昌平 立教大 93 (51、42)

33 新木 衛 千成 81 (43、38) 74 斎藤 剛 サンヒルズ 95 (48、47)

熊谷 淳 水戸グリーン 81 (42、39) 75 長谷川 正道 阿見 96 (49、47)

小宅 章夫 関東国際 81 (41、40) 76 杉浦 守彦 万木城 99 (50、49)

森田 正浩 大洗 81 (41、40) 77 遠藤 広之 石岡 101 (47、54)

上村 努 東筑波 81 (40、41) 78 山中 哲実 石岡 102 (51、51)

38 蒲池 誠 木更津 82 (44、38) 欠場 中野 正義 富士笠間

伊澤 健人 那須小川 82 (41、41) 欠場 森田 喜一郎 千葉

青木 良亮 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 欠場 齋藤 英紀 石岡

4月10日(火)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

石岡ゴルフ倶楽部( 6908Yards   Par 72 )


