
会場：

期日：

エントリー： 138名

出場： 136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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 前田 光史朗 芳賀 71 (33、38) 千葉 涼晴 水戸レイクス 77 (37、40) 石森 健太郎 千成 81 (40、41) 桐生 慎太郎 柏崎 85 (39、46)

2 平川 陸斗 櫛形 72 (39、33) 宮部 澪央 水戸レイクス 77 (37、40) 幸田 恭典 ニッソー 81 (40、41) 124 細谷 和則 富士笠間 86 (44、42)

新村 駿 穂高 72 (35、37) 鈴木 洸大 水戸レイクス 77 (37、40) 小川 栄治 習志野 81 (39、42) 石崎 景土 水戸レイクス 86 (44、42)

田中 章太郎 TEAM KGA ジュニア 72 (34、38) 金田 崇宏 草津 77 (37、40) 荒井 竜也 JGM セベバレステロス 81 (38、43) 土橋 健 東千葉 86 (43、43)

百目鬼 光紀 中央学院大 72 (34、38) 佐藤 宗太 関東アマ 77 (36、41) 86 柚木 将吾 鹿沼72 82 (43、39) 吉成 真人 日立 86 (43、43)

6 中島 拓人 明治大 73 (37、36) 46 石川 航 関東アマ 78 (41、37) 布施 正明 袖ヶ浦 82 (42、40) 大瀬 侑磨 本千葉 86 (40、46)

細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 73 (37、36) 須藤 啓太 中央学院大 78 (39、39) 吉澤 一瑠 那須小川 82 (41、41) 129 小池 希吏人 宍戸ヒルズ 87 (43、44)

前田 晃希 栗橋國際 73 (35、38) 良川 卓也 塩原 78 (39、39) 毛塚 佳寿 龍ヶ崎 82 (41、41) 河田 敏秀 大利根 87 (39、48)

9 豊田 龍生 矢板 74 (40、34) 堀江 隆 マナ 78 (39、39) 内山 海聡 JGM セベバレステロス 82 (41、41) 131 宮田 広人 皆川城 88 (48、40)

吉本 直樹 ロックヒル 74 (40、34) 宮城 慎太郎 関東ジュニア 78 (38、40) 谷口 英樹 JGM セベバレステロス 82 (41、41) 132 赤石 怜 東千葉 89 (44、45)

柿澤 大輝 中央学院大 74 (39、35) 亀井 隆 唐沢 78 (38、40) 福島 哲司 ニッソー 82 (40、42) 133 志村 幹夫 大洗 90 (45、45)

赤出川 周亮 駒澤大 74 (38、36) 光山 成夫 東名 78 (37、41) 木村 和紀 宍戸ヒルズ 82 (40、42) 山崎 隼人 中央学院大 90 (44、46)

浮ヶ谷 博之 千葉 74 (37、37) 53 堀口 直哉 水戸レイクス 79 (41、38) 田所 翔太 栃木県アマ 82 (39、43) 棄権 勝又 正浩 東京

豊島 豊 東千葉 74 (37、37) 櫻井 正己 富士笠間 79 (40、39) 張田 巧 矢板 82 (38、44) 棄権 田中 雄貴 つくばね

小林 龍生 佐原 74 (37、37) 齊藤 耕太 専修大 79 (40、39) 96 増子 敬 白帆 83 (43、40) 欠場 渡辺 真悟 水戸レイクス

西村 隼 中央学院大 74 (37、37) 中嶋 勇太 カレドニアン 79 (40、39) 亥飼 陽 水戸レイクス 83 (43、40) 欠場 中村 竜 水戸レイクス

鈴木 晃祐 TEAM KGA ジュニア 74 (36、38) 佐藤 壱洸 那須小川 79 (40、39) 加治屋 龍之介 秋山 83 (42、41)

斉藤 史晶 ノーブルウッド 74 (35、39) 長谷 政真 石岡 79 (40、39) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 83 (42、41)

19 飯田 要 那須小川 75 (38、37) 梅内 秀太郎 TEAM KGA ジュニア 79 (39、40) 冨田 久三 静ヒルズ 83 (42、41)

佐藤 飛鳥 オリムピック・レイクつぶらだ 75 (37、38) 鈴木 隆太 ザ・レイクス 79 (39、40) 野代 雅樹 千葉国際 83 (42、41)

細谷 祐生 鹿島の杜 75 (37、38) 小倉 龍 セントラル 79 (37、42) 臼井 誠 我孫子 83 (41、42)

小室 敬偉 関東ジュニア 75 (37、38) 高山 知晃 あさひヶ丘 79 (37、42) 富永 龍輝 水戸レイクス 83 (40、43)

岡部 開斗 太田双葉 75 (36、39) 63 浅田 哲也 龍ヶ崎 80 (41、39) 104 和田 考行 相模野 84 (45、39)

24 亥飼 台 水戸レイクス 76 (39、37) 鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 80 (41、39) 吉本 裕貴 東北福祉大 84 (44、40)

斉藤 隼人 TEAM KGA ジュニア 76 (39、37) 目黒 学 日本海 80 (41、39) 松枝 靖悟 那須小川 84 (44、40)

中田 辰悟 大利根 76 (39、37) 水野谷 章 我孫子 80 (40、40) 澤瀬 遼馬 日本大 84 (43、41)

相馬 義孝 塩原 76 (38、38) 早水 保貴 アスレチックガーデン 80 (40、40) 半田 裕一 鹿沼プレミア 84 (43、41)

鶴田 貴也 ロイヤルスター 76 (38、38) 竹田 綾人 中央学院大 80 (40、40) 岡田 直己 千葉 84 (43、41)

小野 耕平 ニッソー 76 (38、38) 矢田部 和人 宇都宮 80 (40、40) 横山 隆乃助 那須小川 84 (43、41)

伊藤 吏玖 水戸レイクス 76 (38、38) 岩堀 眞規 カレドニアン 80 (40、40) 朝日向 翼 ニッソー 84 (42、42)

市川 輝 水戸レイクス 76 (38、38) 磯岡 真吾 静ヒルズ 80 (40、40) 金澤 雅之 富士笠間 84 (41、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 中山 和昭 大洗 80 (39、41) 染島 義明 つくばね 84 (41、43)

隅内 雅人 水戸レイクス 76 (37、39) 堀切 郁夫 大利根 80 (39、41) 114 白金 満明 鴻巣 85 (45、40)

照沼 純平 大平台 76 (37、39) 斉野 恵康 GMG八王子 80 (39、41) 鬼澤 遥希 那須伊王野 85 (45、40)

中村 鎌大 松本 76 (36、40) 市川 義勝 水戸 80 (38、42) 河田 泰弘 アスレチックガーデン 85 (44、41)

35 齋藤 太稀 中央大 77 (41、36) 金田 卓己 関東ジュニア 80 (36、44) 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 85 (43、42)

松村 本盛 きみさらず 77 (41、36) 77 安保 勇希 那須小川 81 (42、39) 海老原 好央 富士笠間 85 (43、42)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 77 (39、38) 齋藤 光 扶桑 81 (41、40) 竹入 颯真 富士チサン 85 (42、43)

篠原 裕明 習志野 77 (39、38) 堀 太陽 水戸レイクス 81 (41、40) 斉藤 優作 駒澤大 85 (42、43)

木名瀬 和重 水戸 77 (39、38) 木下 幸一 霞ヶ関 81 (41、40) 和田 洸夢 水戸レイクス 85 (40、45)

井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 77 (38、39) 篠田 徳明 浅見 81 (40、41) 小林 翔音 扶桑 85 (40、45)

5月11日(金)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会

大利根カントリークラブ 東コース( 7081Yards   Par 72 )


