
会場：

期日：
エントリー： 169名

出場： 161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 清水 大成 日本大 66 (33、33) 北村 征大 明治大 73 (37、36) 河邊 博和 パ協 76 (37、39) 129 饒田 剛央 東京国際 81 (43、38)

2 大澤 優 小田原･日動御殿場 66 (32、34) 赤坂 昇 都 73 (37、36) 花山 大輔 ギャツビイ 76 (37、39) 久米 慧 那須小川 81 (42、39)

3 篠崎 嘉音 那須カントリー 67 (35、32) 小川 龍清 レンブラント御殿場 73 (36、37) 岩富 凱也 関東アマ 76 (37、39) 志渡 智宏 平塚富士見 81 (41、40)

岩崎 亜久竜 東名 67 (32、35) 小室 圭 太平洋・佐野ヒルクレスト 73 (36、37) 早乙女 剛史 皐月･佐野 76 (36、40) 永野 雄亮 かずさ 81 (40、41)

5 若杉 卓海 駒澤大 68 (34、34) 堀内 利信 東京五日市 73 (36、37) 90 辻下 英良 大厚木 77 (39、38) 中里 匡良 大相模 81 (40、41)

6 中島 央樹 関東ジュニア 69 (37、32) 青木 公翼 千葉 73 (36、37) 福富 祥倫 栗橋國際 77 (39、38) 丹野 富壽 伊豆にらやま 81 (40、41)

小室 順 太平洋・佐野ヒルクレスト 69 (36、33) 窪田 一樹 スプリングフィルズ 73 (36、37) 風岡 衣杏 山梨県アマ 77 (39、38) 冨永 学 嵐山 81 (39、42)

庄司 将也 扶桑 69 (35、34) 勝田 兵吉 成田GC 73 (36、37) 屋代 亮 大厚木 77 (38、39) 飯塚 裕一 藤岡 81 (38、43)

須山 祐介 矢板 69 (35、34) 山口 留以 富士箱根 73 (35、38) 垣守 博 富士チサン 77 (38、39) 137 川﨑 智洋 修善寺 82 (42、40)

塚本 岳 鹿沼72 69 (34、35) 成田 朋正 豊岡国際 73 (35、38) 三澤 孝至 八幡 77 (37、40) 加藤 至康 富士宮 82 (42、40)

野口 裕太 関東ジュニア 69 (32、37) 久田 謙 武蔵 73 (33、40) 鈴木 昌弥 津久井湖 77 (37、40) 竹内 貴広 鴻巣 82 (42、40)

森山 錬 鹿沼72 69 (32、37) 54 濱宮 勇樹 富士箱根 74 (40、34) 出水田 裕輝 富士 77 (37、40) Tulathimutte Kan 石岡 82 (41、41)

13 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 70 (37、33) 木村 隆司 慶應義塾大 74 (39、35) 舘浦 圭 千葉 77 (37、40) 別所 義人 相模湖 82 (40、42)

荒井 陸 嵐山 70 (36、34) 内田 裕 美里 74 (37、37) 菊地 展弘 フジ天城 77 (36、41) 寺村 義美 千葉 82 (40、42)

森 竜也 東京五日市 70 (35、35) 伊藤 颯汰 TEAM KGA ジュニア 74 (37、37) 神戸 誠 太田双葉 77 (36、41) 二村 健人 早稲田大 82 (38、44)

三浦 隆治 神奈川 70 (35、35) 中村 勝郁 伊勢原 74 (37、37) 原田 大雅 山梨学院大 77 (35、42) 144 黒田 隆雅 東京国際 83 (44、39)

篠崎 響 那須小川 70 (35、35) 中田 通大 大厚木 74 (37、37) 102 三上 光彦 富士箱根 78 (40、38) 袖山 哲朗 新千葉 83 (42、41)

松本 健太郎 那須小川 70 (34、36) 吉田 裕紀 鎌倉 74 (36、38) 増田 秀仁 クリアビュー 78 (40、38) 佐藤 友哉 フォレスト 83 (42、41)

19 田 修成 慶應義塾大 71 (38、33) 橋本 貴文 武蔵野 74 (35、39) 二ッ森 義一 東京カントリー 78 (39、39) 土屋 敏明 浦和 83 (42、41)

中跡 朝臣 富士宮 71 (38、33) 樋渡 雅俊 小田原･松田 74 (35、39) 武藏 圭太 平塚富士見 78 (39、39) 渡辺 孝之 富士箱根 83 (41、42)

澤田 信弘 茨城 71 (36、35) 中野 多聞 大厚木 74 (35、39) 黒滝 公彦 オリムピックナショナル 78 (39、39) 中川 雅義 沼津 83 (41、42)

吉沢 己咲 TEAM KGA ジュニア 71 (36、35) 相原 諒哉 那須小川 74 (32、42) 長尾 博文 青梅 78 (38、40) 松本 政彦 オリムピック 83 (40、43)

岡部 雄斗 太田双葉 71 (36、35) 65 小川 詠次郎 那須小川 75 (40、35) 岡田 大輔 那須小川 78 (38、40) 林 久仁彦 オリムピックナショナル 83 (39、44)

呉 英彪 櫛形 71 (36、35) 牧長 一喜 千葉国際 75 (40、35) 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 78 (38、40) 152 野村 幸晴 東京よみうり 84 (42、42)

恩田 拓哉 日本体育大 71 (33、38) 原 克宣 小田原･松田 75 (39、36) 松島 圭祐 専修大 78 (38、40) 高木 歩 ブリック＆ウッド 84 (42、42)

26 高橋 真央 岡部チサン 72 (38、34) 木本 航輔 早稲田大 75 (39、36) 松並 良 秦野 78 (38、40) 154 田村 亮 三島 85 (46、39)

石川 誠剛 箱根 72 (38、34) 森 幹太 千成 75 (38、37) 金森 祐介 富士チサン 78 (36、42) 155 尾﨑 翔太 神奈川大 86 (41、45)

宮澤 拓夢 長野国際 72 (37、35) 本 大志 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 松井 篤 太平洋・御殿場 78 (35、43) 下庄 桂司 成田GC 86 (41、45)

佐藤 雄紀 マグレガー 72 (37、35) 齊藤 瑞己 神奈川大 75 (37、38) 114 福島 太一朗 成田ハイツリー 79 (40、39) 157 榊田 剛 青梅 87 (40、47)

須崎 友貴 東京五日市 72 (35、37) 風間 智行 小田原･松田 75 (37、38) 村山 浩伸 オリムピックナショナル 79 (39、40) 158 藤井 淳 宍戸ヒルズ 89 (41、48)

吉田 歩生 カレドニアン 72 (35、37) 衣笠 洋司 八王子 75 (36、39) 堤 健太朗 川越グリーン 79 (38、41) 159 後藤 大河 明治大 90 (42、48)

金子 憲洋 那須小川 72 (35、37) 仲道 利樹 日本大 75 (36、39) 朝見 賢光 津久井湖 79 (38、41) 160 加藤 寛之 明治大 91 (45、46)

西川 幸一郎 府中 72 (35、37) 押田 凌大郎 那須小川 75 (36、39) 曽根 忠和 東名 79 (38、41) 棄権 義山 光浩 青梅

吉田 壮一郎 さいたま 72 (35、37) 76 田中 晋之介 専修大 76 (39、37) 井口 隆哉 越生 79 (38、41) 欠場 大久保 正博 宇都宮

武田 大輔 鎌倉 72 (35、37) 押尾 玲音 日本大 76 (39、37) 飯野 伸一 江戸崎 79 (38、41) 欠場 内田 航貴 伊勢原

五十嵐 瑠亜 那須小川 72 (34、38) 石井 一久 成田GC 76 (39、37) 關橋 光一 飯能グリーン 79 (38、41) 欠場 芳崎 陽紀 扶桑

37 小野寺 智夫 南総 73 (39、34) 鹿島 裕樹 那須小川 76 (39、37) 原 伸行 沼津 79 (37、42) 欠場 丹羽 基広 小金井

関 駿斗 葉山国際 73 (39、34) 佐藤 瑛 専修大 76 (38、38) 123 澤越 博幸 武蔵野 80 (42、38) 欠場 佐山 ヒカル 扶桑

- 以 上、 決 勝 進 出 － 阿部 逸朗 日高 76 (38、38) 小原 健嗣 千葉 80 (41、39) 欠場 阿部 元則 凾南

原田 昇 富士 73 (38、35) 佐藤 将吾 城西大 76 (38、38) 渡邉 泰広 メイプルポイント 80 (40、40) 欠場 松本 武夫 成田GC

平塚 優貴 葉山国際 73 (37、36) 大久保 海 TEAM KGA ジュニア 76 (38、38) 福村 祐人 神奈川大 80 (40、40) 欠場 飯塚 悟 きみさらず

吉田 翔 専修大 73 (37、36) 小島 翔太 立教大 76 (38、38) 宮田 玲 あさひヶ丘 80 (38、42)

土田 恭章 藤岡 73 (37、36) 佐藤 大河 慶應義塾大 76 (37、39) 小野 竜彦 オリムピック 80 (37、43)

5月7日(月)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース( 6741Yards   Par 72 )


