
会場：

期日：

エントリー： 114名

出場： 107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

1 中澤 紀和 那須小川 72 (37、35) 加藤 靖司 鎌ヶ谷 82 (42、40) 中村 雄歩 関東国際 89 (45、44)

2 石毛 一輝 新千葉 73 (37、36) 浮ヶ谷 博之 千葉 82 (41、41) 竹原 立望 那須小川 89 (45、44)

松本 武夫 成田GC 73 (37、36) 増子 敬 白帆 82 (40、42) 鈴木 國也 ザ・ジャパン 89 (43、46)

鈴木 聡馬 新千葉 73 (36、37) 44 小林 麟太郎 TEAM KGA ジュニア 83 (43、40) 久保田 慎 トーヨー 89 (43、46)

5 平山 幸作 おおむらさき 74 (36、38) 大久保 学 花生 83 (43、40) 山本 泰平 慶應義塾大 89 (42、47)

6 長谷 政真 石岡 75 (39、36) 菅野 義稀 カレドニアン 83 (42、41) 87 新田 航大 アコーディア・ゴルフ習志野 90 (49、41)

國澤 宗真 セゴビア 75 (39、36) 小川 貴央 総武 83 (41、42) 下村 安敏 佐原 90 (48、42)

8 山口 祐介 鎌ヶ谷 76 (39、37) 小宮 太一 花生 83 (40、43) 奥田 堅太郎 中山 90 (47、43)

杉山 稔 総武 76 (39、37) 早水 保貴 アスレチックガーデン 83 (40、43) 倉持 昭 つくばね 90 (45、45)

高倍 淳一 東京五日市 76 (37、39) 50 真辺 則光 総武 84 (49、35) 石毛 慎吾 鶴舞 90 (45、45)

野村 龍太郎 那須小川 76 (37、39) 茂貫 太郎 阿見 84 (44、40) 92 青木 克益 千葉 91 (51、40)

豊 太陽 那須小川 76 (37、39) 中村 一隆 大宮国際 84 (43、41) 櫻田 雅彦 船橋 91 (45、46)

13 山田 聖也 JGM セベバレステロス 77 (42、35) 戸村 拓郎 那須小川 84 (42、42) 尾形 桂 太平洋・御殿場 91 (43、48)

上迫 友貴 太平洋・御殿場 77 (40、37) 54 松岡 正士 関東ジュニア 85 (45、40) 95 竹増 晴太郎 慶應義塾大 92 (46、46)

冨田 茂 富士笠間 77 (40、37) 山田 剛正 千葉夷隅 85 (45、40) 96 千々石 寛 総武 93 (47、46)

山本 力輝 那須小川 77 (40、37) 野代 雅樹 千葉国際 85 (44、41) 97 才津 博昭 ニッソー 94 (46、48)

小林 光太郎 法政大 77 (39、38) 池田 輝雄 中山 85 (43、42) 前田 秀樹 木更津 94 (44、50)

井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 77 (38、39) 家泉 英明 東千葉 85 (42、43) 99 石井 嗣人 総武 95 (46、49)

新木 衛 千成 77 (38、39) 時本 晃志 水戸レイクス 85 (42、43) 100 鈴木 太 総武 97 (49、48)

20 湯浅 良平 総武 78 (41、37) 額賀 逸朗 船橋 85 (40、45) 日野 晃哉 東千葉 97 (47、50)

馬場 裕康 明治大 78 (41、37) 宮下 恵 万木城 85 (39、46) 岡野 史樹 木更津 97 (45、52)

小寺 聡司 アコーディア・ゴルフ習志野 78 (41、37) 62 小松 潤 関東国際 86 (46、40) 103 浜島 貴一 玉造 101 (54、47)

毛塚 佳寿 龍ヶ崎 78 (39、39) 大谷 憲一 戸塚 86 (42、44) 弘光 利之 加茂 101 (53、48)

田辺 隆一 マグレガー 78 (38、40) 鈴木 克彦 船橋 86 (42、44) 105 永井 雅大 慶應義塾大 102 (52、50)

25 金田 卓己 ニッソー 79 (40、39) 池田 貴弘 中山 86 (42、44) 106 増山 秀和 千葉夷隅 104 (54、50)

武田 正輝 オーク・ヒルズ 79 (39、40) 石原 裕士 東千葉 86 (41、45) 107 安岡 博之 藤ヶ谷 105 (55、50)

27 香取 龍海 中央学院大 80 (42、38) 67 平本 達哉 相模原 87 (48、39) 欠場 八木 伸二 東千葉

上重 修 東千葉 80 (42、38) 吉松 朋 厚木国際 87 (46、41) 欠場 森川 孝昭 大厚木

田中 耕太郎 木更津 80 (40、40) 関口 正浩 つくばね 87 (45、42) 欠場 佐山 ヒカル 扶桑

東 幸司 オリムピック 80 (40、40) 笠原 大輝 水戸レイクス 87 (45、42) 欠場 丹治 正義 東千葉

野村 宏明 つくばね 80 (38、42) 佐藤 凌乃介 櫛形 87 (44、43) 欠場 額賀 義朗 船橋

太田 龍将 水戸レイクス 80 (38、42) 河田 泰弘 アスレチックガーデン 87 (43、44) 欠場 佐藤 誠 玉造

33 内山 海聡 JGM セベバレステロス 81 (44、37) 盛永 哲也 取手桜が丘 87 (43、44) 欠場 小坂 徳郎 茨城

吉田 潔 本千葉 81 (42、39) 小島 茂 相模原 87 (40、47)

中村 勝一 太平洋・御殿場 81 (42、39) 75 松島 昭利 きみさらず 88 (45、43)

岩舘 輝 白鳳 81 (41、40) 小松 貴大 慶應義塾大 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 西野 貴浩 佐原 88 (43、45)

土井 克祥 加茂 81 (40、41) 大島 孝之 スカイウェイ 88 (42、46)

38 杉本 博史 船橋 82 (43、39) 門田 一弘 成田ヒルズ 88 (41、47)

青木 慶太 アコーディア・ゴルフ習志野 82 (43、39) 粂川 欣厚 京葉 88 (41、47)

福島 太一朗 成田ハイツリー 82 (42、40) 81 新田 大貴 アコーディア・ゴルフ習志野 89 (50、39)

4月1日(月)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

船橋カントリー倶楽部( 6850Yards   Par 72 )


