
会場：

期日：

エントリー： 155名

出場： 147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 安部 高秀 那須小川 72 (38、34) 大内田 愼一郎 岡部チサン 80 (43、37) 小林 勇一郎 岡部チサン 84 (43、41) 嶋田 順一 高坂 91 (43、48)

2 目黒 学 日本海 73 (36、37) 東 亜藍 那須小川 80 (43、37) 鈴木 秀兵 東松苑 84 (43、41) 高瀬 清美 レーサム 91 (43、48)

3 荒井 陸 嵐山 74 (40、34) 篠﨑 勇真 関東ジュニア 80 (41、39) 渡邊 利明 石坂 84 (42、42) 125 荒井 虎史 レイク相模 92 (51、41)

菊地 一郎 塩原 74 (37、37) 佐藤 高文 高麗川 80 (41、39) 滝澤 泰三 アコーディア・ゴルフ習志野 84 (42、42) 浅香 義徳 千葉 92 (48、44)

山本 世那 慶応義塾大 74 (36、38) 木村 正伸 伊香保GC 80 (41、39) 貝森 恵介 オリムピックナショナル 84 (42、42) 亀元 秀幸 姉ヶ崎 92 (48、44)

村岡 侑哉 駒澤大 74 (35、39) 髙橋 靜司 セゴビア 80 (40、40) 谷口 康太郎 那須小川 84 (41、43) 山下 博由 小田原･日動御殿場 92 (45、47)

7 佐藤 友哉 フォレスト 75 (39、36) 田中 俊行 鳩山 80 (40、40) 長岡 元樹 レーサム 84 (41、43) 129 井上 健治 レイク相模 93 (49、44)

林 恭平 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 川村 剛央 ワンウェイ 84 (40、44) 家村 真平 那須小川 93 (49、44)

鈴木 大哉 関東国際 75 (36、39) 石森 健太郎 関東ジュニア 80 (39、41) 平田 芳治 湘南シーサイド 84 (39、45) 宇田 修 レーサム 93 (43、50)

10 増田 秀仁 クリアビュー 76 (40、36) 細谷 大河 慶応義塾大 80 (39、41) 山﨑 之寛 中条 84 (39、45) 栗本 智充 オリムピック・レイクつぶらだ 93 (42、51)

長倉 聖弥 鹿沼72 76 (39、37) 宮下 大周 那須小川 80 (38、42) 92 竹澤 功泰 大日向 85 (46、39) 133 平野 裕明 石岡 94 (45、49)

上原 挑夢 関東ジュニア 76 (38、38) 52 良川 卓也 塩原 81 (44、37) 下野 将輝 中央学院大 85 (46、39) 佐々木 貴志 ニッソー 94 (45、49)

山田 健悟 那須小川 76 (37、39) 稲村 隆浩 セゴビア 81 (42、39) 遠藤 りお 関東国際 85 (43、42) 135 吉田 勝美 猿島 95 (51、44)

加治屋 龍之介 秋山 76 (37、39) 大須賀 智輝 日本大 81 (41、40) 吉野 文規 岡部チサン 85 (39、46) 長野 修 武蔵松山 95 (51、44)

中部 隆 袖ヶ浦 76 (37、39) 石川 哲士 東京都アマ 81 (41、40) 96 竹馬 正広 長岡 86 (46、40) 植山 貴行 飯能 95 (49、46)

佐藤 翔太 関東ジュニア 76 (37、39) 塚原 悠斗 那須小川 81 (40、41) 青山 正幸 勝浦 86 (46、40) 丸川 是茂 レイク相模 95 (48、47)

寺辻 真生 関東国際 76 (36、40) 小林 賢司 森林公園 81 (40、41) 金川 基晴 鷹 86 (44、42) 桑山 信泰 東松苑 95 (45、50)

18 田中 健太 日本大 77 (41、36) 藤澤 諒 TEAM KGA ジュニア 81 (40、41) 淺澤 聡 万木城 86 (43、43) 140 田尻 利徳 さいたま梨花 96 (48、48)

林 宗史 那須小川 77 (39、38) 川村 直樹 神奈川 81 (40、41) 角田 智之 さいたま梨花 86 (42、44) 141 山嶋 克己 レイク相模 97 (53、44)

田中 一輝 JGMベルエア 77 (39、38) 佐藤 礼弥 川越 81 (40、41) 101 橋詰 海斗 TEAM KGA ジュニア 87 (45、42) 篠原 株登 東京五日市 97 (52、45)

渡邉 明稔 森林公園 77 (38、39) 加藤 成二 岡部チサン 81 (40、41) 土屋 隆智 常陽 87 (44、43) 143 海老根 隆広 猿島 98 (48、50)

大西 健太 中央学院大 77 (38、39) 寺田 一実 矢板 81 (40、41) 濱野 哲敬 レーサム 87 (42、45) 144 伊藤 勝俊 扶桑 102 (45、57)

上中 啓史 武蔵松山 77 (38、39) 大家 光世 越後 81 (39、42) 井関 陸人 櫛形 87 (40、47) 145 畔勝 実 府中 104 (51、53)

林 秀星 高山 77 (38、39) 長森 拓歩 那須小川 81 (38、43) 105 宮部 澪央 水戸レイクス 88 (49、39) 146 竹川 雅祥 レイク相模 108 (59、49)

大沼 竜也 中央学院大 77 (36、41) 清水 颯人 那須小川 81 (38、43) 岩立 勝利 松本 88 (44、44) 147 長谷川 正道 阿見 109 (53、56)

進藤 颯太 ラインヒル 77 (35、42) 66 市川 清 森林公園 82 (44、38) 玉置 敏光 立川国際 88 (43、45) 欠場 鈴木 朝登 川越グリーン

27 内山 晋作 中央道晴ヶ峰 78 (42、36) 康 翔亮 千成 82 (43、39) 池 由哉 新津 88 (43、45) 欠場 小宅 章夫 関東国際

清水 拳斗 扶桑 78 (41、37) 辻 啓一 嵐山 82 (42、40) 森田 佳和 フレンドシップ 88 (42、46) 欠場 森房 岳男 立川国際

花村 秀太 TEAM KGA ジュニア 78 (41、37) 犬飼 泰我 TEAM KGA ジュニア 82 (42、40) 澤田 康弘 寄居 88 (40、48) 欠場 吉岩 拓実 中央学院大

林 拓海 日本大 78 (40、38) 菅井 雅之 嵐山 82 (41、41) 斉藤 優作 駒澤大 88 (40、48) 欠場 根津 博嗣 鶴

阿部 政則 初穂 78 (40、38) 片桐 悠佑 玉川 82 (41、41) 112 竹歳 宏一 神奈川 89 (46、43) 欠場 霜田 邦明 大日向

藤原 実輝 駒澤大 78 (39、39) 鈴木 克到 飯能グリーン 82 (40、42) 渡部 隆夫 嵐山 89 (45、44) 欠場 新倉 浩二 大厚木

高橋 薫 高坂 78 (38、40) 海老原 隆仁 オリムピック 82 (39、43) 飯島 良浩 東松山 89 (45、44) 欠場 相原 涼汰 千成

山田 真輝 那須小川 78 (38、40) 住吉 正光 森林公園 82 (39、43) 関 翔汰 TEAM KGA ジュニア 89 (43、46)

平野 誠一 千成 78 (37、41) 75 鈴木 秀幸 塩原 83 (44、39) 水城 雄貴 穂高 89 (43、46)

36 沼田 茂昭 富里 79 (38、41) 朝見 賢光 津久井湖 83 (44、39) 水上 政宏 岡部チサン 89 (43、46)

木下 輝洋 皐月･佐野 79 (38、41) 大野 裕史 岡部チサン 83 (42、41) 118 星野 友成 嵐山 90 (47、43)

杉山 悠司 皐月･佐野 79 (37、42) 柴田 博文 ザ・レイクス 83 (42、41) 田中 宏樹 ワンウェイ 90 (45、45)

斉藤 隼人 TEAM KGA ジュニア 79 (37、42) 小原 健嗣 千葉 83 (42、41) 120 廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 91 (47、44)

田中 一弘 大利根 79 (37、42) 早川 守 セゴビア 83 (40、43) 今村 吉臣 神奈川 91 (46、45)

41 佐藤 快斗 TEAM KGA ジュニア 80 (43、37) 81 柿沼 瑛亮 那須伊王野 84 (44、40) 小山 明宏 鷹之台 91 (43、48)

4月8日(月)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

森林公園ゴルフ倶楽部( 6968Yards   Par 72 )


