
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 139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 細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 42 小柳 拓也 取手国際 81 (42、39) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 86 (43、43) 123 上田 晃 赤羽 95 (53、42)

2 村尾 優一 那須小川 72 (37、35) 長尾 福治郎 成田GC 81 (42、39) 中村 圭太 茨城 86 (43、43) 白 源正 ヨネックス 95 (47、48)

3 小林 拳史郎 関東ジュニア 73 (38、35) 清 良成 玉造 81 (41、40) 瀬口 卓 大平台 86 (42、44) 渡邊 尚 境川 95 (47、48)

鬼澤 遥希 那須伊王野 73 (35、38) 吉永 竜 那須小川 81 (40、41) 福島 哲司 ニッソー 86 (42、44) 126 小坂 直人 キャスコ花葉 96 (50、46)

5 古川 巧 青山学院大 74 (37、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 武田 法久 万木城 86 (41、45) 黒澤 健一 霞台 96 (50、46)

6 木名瀬 和重 水戸 75 (38、37) 吉澤 一瑠 那須小川 81 (40、41) 大内 剛 万木城 86 (40、46) 128 白 晃栄 ヨネックス 97 (49、48)

7 篠田 徳明 浅見 76 (40、36) 齋藤 光 扶桑 81 (38、43) 88 朝倉 佳範 富士笠間 87 (47、40) 129 皆藤 慎太郎 フレンドシップ 98 (47、51)

亥飼 台 関東ジュニア 76 (38、38) 48 佐久間 怜央 栗橋國際 82 (43、39) 野口 道男 ブリック＆ウッド 87 (47、40) 大間 喜行 石岡 98 (47、51)

本間 一太 関東ジュニア 76 (36、40) 大澤 一徳 江戸崎 82 (40、42) 伊藤 泰樹 千葉新日本 87 (45、42) 131 安田 成喜 我孫子 99 (51、48)

10 永田 航大 中央学院大 77 (40、37) 佐々木 愁也 JGM セベバレステロス 82 (39、43) 髙田 佳和 富士笠間 87 (45、42) 川崎 竜児 太平洋・御殿場 99 (49、50)

長野 京介 サンコー72 77 (39、38) 51 谷沢 正一 桜 83 (43、40) 辻本 太平 大洗 87 (42、45) 133 茨木 悠太郎 中央学院大 103 (54、49)

張田 巧 矢板 77 (38、39) 飯田 要 那須小川 83 (43、40) 93 渡邊 亨 オリムピック・レイクつぶらだ 88 (46、42) 134 竹入 晟生 富士チサン 106 (56、50)

金澤 雅之 富士笠間 77 (38、39) 河田 桂 那須小川 83 (42、41) 幡谷 仙秀 大洗 88 (46、42) 135 間中 崇道 大利根 108 (55、53)

石谷 竜月希 扶桑 77 (38、39) 青木 公翼 千葉 83 (42、41) 山本 将嗣 総武 88 (45、43) 136 坂本 国弘 ワンウェイ 109 (52、57)

関根 東馬 TEAM KGA ジュニア 77 (38、39) 亥飼 陽 水戸レイクス 83 (41、42) 伊藤 健志 きみさらず 88 (45、43) 137 誠道 晴義 オリムピック・レイクつぶらだ 113 (55、58)

16 池田 悠太 杉ノ郷 78 (42、36) 大谷 日出雄 大平台 83 (41、42) 菊名 浩行 かすみがうら 88 (41、47) 棄権 市川 義勝 水戸

鈴木 辰海 房州 78 (41、37) 菊池 竜文 千葉 83 (41、42) 芋高 信良 JGMやさと石岡 88 (41、47) 棄権 今井 悟 ザ・竜ヶ崎

朝日向 翼 ニッソー 78 (40、38) 磯岡 真吾 静ヒルズ 83 (40、43) 99 大野 明人 猿島 89 (48、41) 欠場 青木 良亮 宍戸ヒルズ

仲道 利樹 日本大 78 (40、38) 手塚 高司 那須小川 83 (40、43) 古田 敦也 成田GC 89 (48、41) 欠場 濱本 行記 下秋間

竹入 颯真 富士チサン 78 (40、38) 中山 和昭 大洗 83 (40、43) 小畑 健史 都賀 89 (46、43) 欠場 萩野 邦宏 皐月･佐野

加藤 剛 日本大 78 (39、39) 内田 航貴 TEAM KGA ジュニア 83 (40、43) 金 熙謙 望月東急 89 (46、43) 欠場 小林 圭一 筑波

谷口 英樹 JGM セベバレステロス 78 (39、39) 金村 利光 茨城 83 (37、46) 齋藤 巖 総武 89 (45、44) 欠場 志村 堅二 東京よみうり

堀口 直哉 水戸レイクス 78 (38、40) 63 相馬 智人 スカイウェイ 84 (44、40) 徳久 啓一 茨城 89 (44、45)

伊藤 高太郎 鹿沼72 78 (38、40) 岡田 直己 千葉 84 (42、42) 武田 良 ニッソー 89 (43、46)

毛利 史郎 茨城 78 (37、41) 佐藤 竜司 埼玉国際 84 (42、42) 山﨑 雅之 小川 89 (41、48)

中川 虎ノ介 水戸レイクス 78 (37、41) 芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 84 (42、42) 107 大崎 将行 宍戸ヒルズ 90 (44、46)

岡部 開斗 太田双葉 78 (37、41) 中村 竜 水戸レイクス 84 (42、42) 大池 誠一郎 富士小山 90 (44、46)

28 竹田 綾人 中央学院大 79 (42、37) 中村 正臣 浅見 84 (42、42) 109 栗原 聖男 メイフラワー 91 (46、45)

根津 訓光 我孫子 79 (40、39) 岩富 凱也 明治大 84 (41、43) 後藤 好孝 房総 91 (43、48)

相馬 義孝 塩原 79 (40、39) 大池 由晃 富士小山 84 (41、43) 金子 壽波留 水戸 91 (39、52)

細井 孝哉 那須カントリー 79 (36、43) 金子 優大 宍戸ヒルズ 84 (40、44) 112 宮田 正奈雄 東京湾 92 (47、45)

32 竹石 要佑 筑波 80 (42、38) 木村 仁 玉造 84 (39、45) 清水 剛 ザ・レイクス 92 (47、45)

齋藤 太稀 中央大 80 (42、38) 川口 泰正 PGM総成 84 (37、47) 近藤 駿介 扶桑 92 (46、46)

田中 将吾 水戸 80 (41、39) 74 井出 太陽 TEAM KGA ジュニア 85 (45、40) 時田 祐司 スカイウェイ 92 (46、46)

岩間 智也 大洗 80 (41、39) 入江 精二 宍戸ヒルズ 85 (44、41) 市村 正義 玉造 92 (44、48)

渡辺 真悟 水戸レイクス 80 (40、40) 竹友 慶 万木城 85 (43、42) 岡野 茂樹 大平台 92 (44、48)

瀬谷 真大 つくばね 80 (39、41) 朝日向 雅 ニッソー 85 (42、43) 118 篠﨑 明 太平洋・御殿場 93 (44、49)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 80 (39、41) 藤井 淳 宍戸ヒルズ 85 (42、43) 119 櫻井 剛太 飯能くすの樹 94 (49、45)

後藤 肇克 美浦 80 (39、41) 安蒜 真輝 那須小川 85 (41、44) 大滝 淳 房総 94 (47、47)

中野 秀昭 富士笠間 80 (39、41) 幸田 恭典 ニッソー 85 (41、44) 秋山 圭一郎 富士笠間 94 (46、48)

大栗 平 那須小川 80 (38、42) 81 細谷 和則 富士笠間 86 (46、40) 志水 政則 房総 94 (45、49)

4月5日(金)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

茨城ゴルフ倶楽部 西コース( 6992Yards   Par 72 )


