
会場：

期日：
エントリー： 74名

出場： 71名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 石川 航 日本体育大 70 (36、34) 山中 将次 石岡 83 (41、42)

2 橋本 健 パ協 73 (37、36) 吉田 凜世 那須伊王野 83 (39、44)

杉原 歩樹 那須カントリー 73 (36、37) 43 木村 和紀 宍戸ヒルズ 84 (44、40)

4 和田 洸夢 水戸レイクス 74 (36、38) 森田 正浩 大洗 84 (43、41)

5 金沢 太竜 サンヒルズ 77 (39、38) 松本 泰明 東ノ宮 84 (43、41)

稲波 勇茂 パ協 77 (39、38) 岡野 智弘 石岡 84 (40、44)

小松崎 博 東筑波 77 (39、38) 田所 靖浩 烏山城 84 (40、44)

舘浦 圭 千葉 77 (38、39) 境 正博 白帆 84 (40、44)

小屋 将一朗 TEAM KGA ジュニア 77 (36、41) 49 水野谷 章 我孫子 85 (44、41)

田所 翔太 皐月･佐野 77 (35、42) 大輪 智之 水戸グリーン 85 (43、42)

11 石川 巧 鹿沼72 78 (42、36) 孫總 孝幸 取手桜が丘 85 (43、42)

井坂 昌文 東筑波 78 (41、37) 長本 誠矢 扶桑 85 (42、43)

松枝 靖悟 那須伊王野 78 (41、37) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 85 (42、43)

小室 圭 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (41、37) 54 淺井 康雄 米原 86 (41、45)

髙山 知晃 千葉 78 (39、39) 55 濱口 友宏 太平洋・御殿場 87 (45、42)

椎名 優介 那須小川 78 (39、39) 鈴木 慈音 東京五日市 87 (44、43)

山内 一晃 サンヒルズ 78 (38、40) 海野 洋一 静ヒルズ 87 (43、44)

吉津谷 彩人 那須伊王野 78 (38、40) 横須賀 可典 希望丘 87 (40、47)

冨岡 豊 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 87 (39、48)

20 鈴木 洸大 水戸レイクス 79 (40、39) 60 塚田 光輝 龍ヶ崎 88 (45、43)

加瀬 博章 大利根 79 (38、41) 橋本 ニコラス実 水戸レイクス 88 (43、45)

22 高野 健 つくばね 80 (39、41) 榎本 隆司 都賀 88 (43、45)

小川 文平 サンヒルズ 80 (39、41) 山本 昌邦 都賀 88 (42、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 64 宮下 真一 石岡・ウエスト 89 (44、45)

古川 佑汰 JGM セベバレステロス 80 (38、42) 65 藤波 寿一 太平洋・佐野ヒルクレスト 90 (46、44)

西山 大翔 グリーンパーク 80 (38、42) 酒寄 浩 つくばね 90 (43、47)

26 堀江 隆 マナ 81 (42、39) 67 入江 芳史 小山 91 (45、46)

杉原 康太 那須カントリー 81 (40、41) 68 髙田 篤 米原 96 (50、46)

松本 博史 鳳凰 81 (38、43) 荒井 信行 宍戸ヒルズ 96 (48、48)

浅田 竜平 東京五日市 81 (37、44) 70 林 和彦 鶴 97 (47、50)

30 川井 一夫 宍戸ヒルズ 82 (42、40) 棄権 天川 主税 サンヒルズ

村越 元彰 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 欠場 大澤 信行 水戸グリーン

諸喜田 直也 木更津 82 (41、41) 欠場 大辻 孝司 宍戸ヒルズ

小池 希吏人 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 欠場 寺村 義美 千葉

好井 貴之 千葉 82 (41、41)

栗崎 勝司 キャスコ花葉 82 (40、42)

中田 俊雄 千葉 82 (40、42)

37 松本 真輔 富里 83 (43、40)

吉川 泰央 上総モナーク 83 (42、41)

飯塚 芳之 スプリングフィルズ 83 (42、41)

光信 直長 東千葉 83 (41、42)

4月12日(金)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

スプリングフィルズゴルフクラブ( 6912Yards   Par 72 )


