
会場：

期日：

エントリー： 86名

出場： 79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 市川 輝 水戸レイクス 67 (33、34) 41 大栗 平 那須小川 77 (42、35) 欠場 長尾 福治郎 成田GC

2 児玉 和生 日本大 68 (34、34) 井坂 昌文 東筑波 77 (40、37) 欠場 岩間 智也 大洗

3 隅内 雅人 水戸レイクス 69 (38、31) 髙山 知晃 千葉 77 (40、37) 欠場 木村 利治 水戸グリーン

鈴木 海斗 明治大 69 (35、34) 関根 東馬 TEAM KGA ジュニア 77 (39、38) 欠場 瀬谷 真大 つくばね

富永 龍輝 水戸レイクス 69 (34、35) 齋藤 太稀 中央大 77 (38、39) 欠場 美馬 康太郎 JGM セベバレステロス

6 池田 悠太 杉ノ郷 70 (35、35) 谷口 英樹 JGM セベバレステロス 77 (38、39)

7 長野 京介 サンコー72 71 (38、33) 早瀬 瑛太 JGM セベバレステロス 77 (38、39)

鈴木 洸大 水戸レイクス 71 (36、35) 岡部 開斗 太田双葉 77 (37、40)

石川 航 日本体育大 71 (36、35) 49 高橋 和博 宍戸ヒルズ 78 (39、39)

杉田 龍英 凾南 71 (35、36) 木庭 輝 那須小川 78 (36、42)

田中 章太郎 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 51 小林 龍生 パ協 79 (42、37)

百目鬼 光紀 中央学院大 71 (34、37) 椎名 優介 那須小川 79 (41、38)

13 小屋 将一朗 TEAM KGA ジュニア 72 (38、34) 根津 訓光 我孫子 79 (40、39)

小林 拳史郎 関東ジュニア 72 (37、35) 田中 将吾 水戸 79 (39、40)

渡辺 真悟 水戸レイクス 72 (35、37) 中野 秀昭 富士笠間 79 (38、41)

16 本間 一太 関東ジュニア 73 (38、35) 中川 虎ノ介 水戸レイクス 79 (36、43)

眞山 龍太郎 日本大 73 (37、36) 57 吉永 竜 那須小川 80 (43、37)

杉原 歩樹 那須カントリー 73 (37、36) 鷺 一成 太平洋・御殿場 80 (42、38)

公受 将輝 日本大 73 (36、37) 毛利 史郎 茨城 80 (40、40)

細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 73 (36、37) 張田 巧 矢板 80 (39、41)

21 小松崎 博 東筑波 74 (37、37) 和田 洸夢 水戸レイクス 80 (39、41)

竹石 要佑 筑波 74 (37、37) 冨岡 豊 宍戸ヒルズ 80 (38、42)

古川 巧 青山学院大 74 (37、37) 加藤 剛 日本大 80 (38、42)

竹田 綾人 中央学院大 74 (37、37) 朝日向 翼 ニッソー 80 (37、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 65 小川 文平 サンヒルズ 81 (42、39)

永田 航大 中央学院大 74 (36、38) 山内 一晃 サンヒルズ 81 (41、40)

金沢 太竜 サンヒルズ 74 (36、38) 小柳 拓也 取手国際 81 (41、40)

松枝 靖悟 那須伊王野 74 (36、38) 堀口 直哉 水戸レイクス 81 (40、41)

28 村尾 優一 那須小川 75 (41、34) 舘浦 圭 千葉 81 (38、43)

後藤 肇克 美浦 75 (39、36) 70 橋本 健 パ協 82 (43、39)

呉 英彪 櫛形 75 (38、37) 細井 孝哉 那須カントリー 82 (41、41)

相馬 義孝 塩原 75 (38、37) 石川 巧 鹿沼72 82 (38、44)

矢野 圭介 日本大 75 (38、37) 73 篠田 徳明 浅見 83 (40、43)

仲道 利樹 日本大 75 (38、37) 74 田所 翔太 皐月･佐野 84 (44、40)

34 吉津谷 彩人 那須伊王野 76 (40、36) 75 石谷 竜月希 扶桑 85 (44、41)

鈴木 辰海 房州 76 (40、36) 竹入 颯真 富士チサン 85 (41、44)

亥飼 台 関東ジュニア 76 (39、37) 加瀬 博章 大利根 85 (40、45)

小室 圭 太平洋・佐野ヒルクレスト 76 (38、38) 78 清 良成 玉造 86 (47、39)

稲波 勇茂 パ協 76 (38、38) 79 伊藤 高太郎 鹿沼72 88 (44、44)

木名瀬 和重 水戸 76 (38、38) 欠場 高野 健 つくばね

鬼澤 遥希 那須伊王野 76 (36、40) 欠場 金澤 雅之 富士笠間

5月8日(水)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会

宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース( 6829Yards   Par 72 )


