
会場：

期日：

エントリー： 112名

出場： 110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 吉沢 己咲 TEAM KGA ジュニア 72 (36、36) 寺村 義美 千葉 83 (42、41) 森 拓 慶應義塾大 88 (43、45)

内田 裕 美里 72 (35、37) 佐藤 友哉 フォレスト 83 (42、41) 中田 俊雄 千葉 88 (43、45)

3 原 伸行 沼津 74 (38、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 清 良成 玉造 88 (41、47)

早乙女 剛史 皐月･佐野 74 (36、38) 日置 一 浜野 83 (42、41) 85 平本 隼人 津久井湖 89 (46、43)

若杉 卓海 駒澤大 74 (36、38) 有我 栄一郎 鶴舞 83 (41、42) 齊藤 賢司 秩父国際 89 (45、44)

6 岡部 雄斗 太田双葉 75 (39、36) 井出 太陽 那須小川 83 (40、43) 上田 和永 成田ハイツリー 89 (44、45)

須崎 友貴 東京五日市 75 (37、38) 小松 潤 関東国際 83 (40、43) 紫垣 大志 那須小川 89 (43、46)

二村 健人 早稲田大 75 (37、38) 當麻 正貴 浦和 83 (38、45) 稲吉 久信 千葉 89 (43、46)

北村 征大 明治大 75 (36、39) 49 吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 84 (45、39) 白井 航太 ニッソー 89 (43、46)

10 Tulathimutte Kan 石岡 76 (38、38) 沼田 茂昭 富里 84 (44、40) 森田 佳和 フレンドシップ 89 (43、46)

舘浦 圭 千葉 76 (38、38) 高倍 淳一 東京五日市 84 (43、41) 大谷 隆 江戸崎 89 (42、47)

12 増田 秀仁 クリアビュー 77 (40、37) 井口 俊 城西大 84 (42、42) 93 府川 流士 扶桑 90 (49、41)

佐藤 将吾 城西大 77 (38、39) 小泉 洋平 富士OGM・市原 84 (42、42) 清水 剛 ザ・レイクス 90 (46、44)

押田 凌大郎 那須小川 77 (37、40) 大沼 祐介 習志野 84 (39、45) 岡田 裕幸 メイプルポイント 90 (45、45)

武田 大輔 鎌倉 77 (36、41) 浅香 義徳 千葉 84 (38、46) 日向 敏之 鶴舞 90 (44、46)

16 澤越 博幸 武蔵野 78 (39、39) 56 萬代 誠二 久邇 85 (44、41) 和田 和己 千葉 90 (43、47)

17 石井 一久 成田GC 79 (42、37) 門田 実 新千葉 85 (44、41) 成田 正樹 武蔵 90 (43、47)

木本 航輔 早稲田大 79 (40、39) 鈴木 秀幸 鹿沼 85 (42、43) 99 武田 良 ニッソー 92 (47、45)

田中 晋之介 専修大 79 (38、41) 茂貫 太郎 阿見 85 (41、44) 高田 英雄 千葉 92 (46、46)

西川 幸一郎 府中 79 (38、41) 菊名 浩行 東松苑 85 (40、45) 松島 昭利 きみさらず 92 (45、47)

21 永野 雄亮 かずさ 80 (44、36) 61 前田 徳郎 東千葉 86 (46、40) 芋高 信良 JGMやさと石岡 92 (44、48)

土田 恭章 藤岡 80 (43、37) 石井 嗣人 総武 86 (45、41) 103 岡庭 将太郎 慶應義塾大 95 (48、47)

小原 健嗣 千葉 80 (41、39) 小林 孝裕 千葉 86 (45、41) 104 矢ヶ部 計介 キャスコ花葉 97 (50、47)

下庄 桂司 成田GC 80 (41、39) 岩崎 寛之 伊豆にらやま 86 (44、42) 大木 陽亮 カレドニアン 97 (45、52)

松本 武夫 成田GC 80 (40、40) 勝山 邦彦 千葉 86 (43、43) 106 松川 和正 千葉 98 (47、51)

後藤 大河 明治大 80 (39、41) 志賀 裕幸 京 86 (43、43) 諸橋 陸 明治大 98 (44、54)

原田 昇 富士 80 (38、42) 久保田 俊昭 日高 86 (43、43) 108 市川 祐司 オリムピック 103 (51、52)

28 大久保 正博 宇都宮 81 (44、37) 原田 安浩 ノースショア 86 (43、43) 109 清水 憲治 白鳳 104 (51、53)

神戸 誠 太田双葉 81 (42、39) 岩本 陽一郎 オリムピック 86 (42、44) 110 山本 進 中山 107 (52、55)

袖山 哲朗 新千葉 81 (41、40) 徳永 聖也 千葉 86 (42、44) 欠場 高橋 洋平 オリムピック

青木 公翼 千葉 81 (40、41) 生水 大輔 葉山国際 86 (42、44) 欠場 大番 陽斗 扶桑

松島 圭祐 専修大 81 (40、41) 田所 靖浩 烏山城 86 (41、45)

榊田 剛 青梅 81 (39、42) 73 宮 健一 千葉 87 (46、41)

34 土屋 敏明 浦和 82 (43、39) 深山 泰弘 袖ヶ浦 87 (45、42)

竹内 貴広 鴻巣 82 (42、40) 岡田 佳也 千葉 87 (44、43)

藤井 淳 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 池田 武史 ヴィレッジ東軽井沢 87 (44、43)

三澤 孝至 八幡 82 (41、41) 泉水 忠 ニッソー 87 (42、45)

木村 隆司 慶應義塾大 82 (40、42) 平岡 好朋 霞ヶ関 87 (42、45)

飯野 伸一 江戸崎 82 (40、42) 江坂 将一 慶應義塾大 87 (41、46)

義山 光浩 青梅 82 (37、45) 80 若林 徹 鹿沼プレミア 88 (49、39)

41 佐山 ヒカル 扶桑 83 (43、40) 牛之濱 純俊 藤岡 88 (48、40)

4月2日(月)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

千葉カントリークラブ 梅郷コース( 6989Yards   Par 72 )


