
会場：

期日：

エントリー： 96名

出場： 91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 西片 太一 埼玉国際 71 (34、37) 清水 圭 相模湖 86 (42、44) 伊藤 博通 神奈川 94 (46、48)

2 村尾 優一 那須小川 73 (39、34) 東 英樹 東松山 86 (40、46) 83 鈴木 秀俊 佐野 95 (49、46)

栗原 悠宇 TEAM KGA ジュニア 73 (36、37) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 86 (40、46) 村野 俊幸 神奈川 95 (48、47)

廣部 清隆 館山 73 (36、37) 黒川 大輝 東京五日市 86 (39、47) 丸山 晋一郎 太平洋・御殿場 95 (48、47)

5 加藤 成二 岡部チサン 76 (40、36) 田辺 昌彦 岡部チサン 86 (39、47) 川口 一晃 鳩山 95 (46、49)

6 竹内 巧 東京国際大 77 (37、40) 46 嶋田 順一 高坂 87 (45、42) 87 片桐 悠佑 玉川 96 (46、50)

7 関澤 誠 嵐山 78 (41、37) 玉木 田秀 さいたま 87 (45、42) 88 植山 貴行 飯能 99 (54、45)

中澤 奬太 岡部チサン 78 (39、39) 髙橋 昌美 日高 87 (45、42) 相馬 稔輝 矢板 99 (51、48)

五十嵐 将矢 石地シーサイド 78 (39、39) 田村 次郎 那須小川 87 (44、43) 菅野 大太 秋山 99 (48、51)

大吉 友輝 水戸レイクス 78 (39、39) 山口 茂夫 美浦 87 (44、43) 91 矢野 明 秦野 104 (57、47)

11 佐久間 怜央 関東ジュニア 79 (37、42) 濱津 拓真 山梨学院大 87 (43、44) 欠場 安藤 敬一郎 鳩山

渋谷 晃太郎 サンヒルズ 79 (37、42) 船橋 数晃 岡部チサン 87 (42、45) 欠場 堀 正樹 太田双葉

13 東 幸司 オリムピック 80 (42、38) 53 今村 吉臣 神奈川 88 (48、40) 欠場 飛鳥井 正仁 東名厚木

佐藤 卓郎 関東ジュニア 80 (41、39) 川口 智宏 埼玉国際 88 (48、40) 欠場 上村 岩男 越生

田中 俊行 鳩山 80 (40、40) 金井 篤司 嵐山 88 (45、43) 欠場 安部 景一 川越

坂 航 メイレイクヒルズ 80 (40、40) 平田 芳治 湘南シーサイド 88 (45、43)

17 建守 千都 糸魚川 81 (43、38) 佐藤 翔太 那須小川 88 (45、43)

仲宗根 寛瑛 TEAM KGA ジュニア 81 (41、40) 佐藤 礼弥 川越 88 (42、46)

淡路 恋 上総富士 81 (41、40) 59 小林 立夫 鳩山 89 (44、45)

秋山 肇 熊谷 81 (39、42) 木村 元一 児玉 89 (44、45)

岩井 光太 TEAM KGA ジュニア 81 (39、42) 高橋 宏明 東京五日市 89 (44、45)

高橋 昌也 サニー 81 (39、42) 出口 友将 東京国際大 89 (43、46)

島田 航汰 東京国際大 81 (39、42) 大西 健太 中央学院大 89 (43、46)

有賀 正起 伊香保国際 81 (37、44) 白井 伸明 東京国際 89 (42、47)

25 斎藤 大輝 石地シーサイド 82 (43、39) 65 目黒 球童 石地シーサイド 90 (47、43)

吉田 文雄 霞ヶ関 82 (41、41) 山口 哲央 寄居 90 (46、44)

27 竹原 立望 那須小川 83 (48、35) 川上 雅利 鳩山 90 (45、45)

阿部 祐希 湯田上 83 (40、43) 渋谷 建一郎 サンヒルズ 90 (45、45)

29 加藤 光一 越生 84 (44、40) 山口 博 鳩山 90 (45、45)

島田 康成 都留 84 (43、41) 岩出 浩正 メイレイクヒルズ 90 (44、46)

松本 優人 玉川 84 (42、42) 新藤 冴 サンコー72 90 (43、47)

清水 啓量 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42) 72 中沢 太 東京国際 91 (45、46)

本間 一太 岡部チサン 84 (40、44) 73 小室 誠 鳩山 92 (47、45)

34 水戸 颯 フォレスト 85 (43、42) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 92 (47、45)

志塚 俊平 埼玉国際 85 (42、43) 宇野 康二 越生 92 (46、46)

岡田 光史 嵐山 85 (40、45) 高橋 幸一 川越 92 (44、48)

嶋田 茂 石坂 85 (36、49) 篠 慶弥 飯能 92 (43、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 78 藤沼 拓人 入間 93 (46、47)

38 小泉 和章 都留 86 (45、41) 榎本 善重 湘南シーサイド 93 (46、47)

野口 拓斗 那須小川 86 (43、43) 80 山田 繁喜 鳩山 94 (51、43)

伴場 信吾 オリムピック・レイクつぶらだ 86 (42、44) 竹内 正己 川越 94 (49、45)

4月9日(月)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

鳩山カントリークラブ( 6983Yards   Par 72 )


