
会場：

期日：

エントリー： 119名

出場： 115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 櫛山 勝弘 関東アマ 71 (36、35) 宮﨑 琉 千葉桜の里 78 (35、43) 平山 幸作 おおむらさき 84 (44、40)

2 吉本 直樹 ロックヒル 72 (37、35) 42 毛塚 佳寿 龍ヶ崎 79 (42、37) 小林 隆寿 東千葉 84 (44、40)

3 小林 光太郎 法政大 73 (38、35) 馬場 裕康 明治大 79 (41、38) 井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42)

勝俣 翔 水戸レイクス 73 (37、36) 上原 康平 修善寺 79 (41、38) 進藤 巧 ロイヤルスター 84 (41、43)

武田 正輝 オーク・ヒルズ 73 (37、36) 鈴木 聡馬 新千葉 79 (41、38) 渡部 美和 鹿野山 84 (39、45)

村上 拓海 日本大 73 (37、36) 新木 衛 千成 79 (38、41) 87 上重 修 東千葉 85 (44、41)

斉野 恵康 GMG八王子 73 (35、38) 47 吉沢 己咲 TEAM KGA ジュニア 80 (43、37) 伊澤 健人 那須小川 85 (43、42)

8 金子 光規 戸塚 74 (38、36) 田村 将人 ロイヤルスター 80 (43、37) 齋藤 恭正 成田ハイツリー 85 (43、42)

水上 晃一 袖ヶ浦 74 (37、37) 山本 竜佑 山梨県アマ 80 (42、38) 中村 勝一 太平洋・御殿場 85 (43、42)

高倍 淳一 東京五日市 74 (36、38) 勝田 兵吉 成田GC 80 (41、39) 金田 卓己 ニッソー 85 (43、42)

田 修成 慶應義塾大 74 (36、38) 布施 正明 袖ヶ浦 80 (39、41) 野村 龍太郎 那須小川 85 (42、43)

鈴木 隆太 パ協 74 (35、39) 落合 盛公 太平洋・御殿場 80 (39、41) 野村 宏明 つくばね 85 (42、43)

13 山田 聖也 JGM セベバレステロス 75 (39、36) 湯浅 良平 総武 80 (39、41) 94 広瀬 雄三 ワンウェイ 86 (42、44)

岡田 大輔 那須小川 75 (38、37) 岩堀 眞規 カレドニアン 80 (39、41) 高梨 涼介 扶桑 86 (41、45)

遠藤 優太 本千葉 75 (37、38) 片岡 徳幸 明治大 80 (39、41) 村山 智輝 皐月･佐野 86 (40、46)

仲宗根 寛瑛 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 香取 龍海 中央学院大 80 (37、43) 97 東 幸司 オリムピック 87 (44、43)

佐久間 隼人 小田原･日動御殿場 75 (37、38) 57 國澤 宗真 セゴビア 81 (43、38) 金子 貴司 オーク・ヒルズ 87 (41、46)

小林 大河 TEAM KGA ジュニア 75 (36、39) 篠原 裕明 アコーディア・ゴルフ習志野 81 (42、39) 渡邉 信明 キャスコ花葉 87 (41、46)

佐藤 卓郎 TEAM KGA ジュニア 75 (35、40) 金田 崇宏 草津 81 (42、39) 100 三上 徹也 茨城ロイヤル 88 (46、42)

20 内田 直輝 伊勢原 76 (40、36) 中澤 紀和 那須小川 81 (41、40) 渡辺 清一 万木城 88 (46、42)

鄭 優星 関東ジュニア 76 (39、37) 大久保 光彦 東松山 81 (41、40) 古賀 稔 本千葉 88 (44、44)

本 大志 TEAM KGA ジュニア 76 (38、38) 帰山 雄輔 総武 81 (40、41) 太田 龍将 水戸レイクス 88 (41、47)

森 竜也 東京五日市 76 (37、39) 本庄 政哉 鶴舞 81 (40、41) 104 下庄 桂司 成田GC 89 (47、42)

大岩 慶尚 那須小川 76 (37、39) 佐藤 雅彦 八王子 81 (39、42) 山口 祐介 鎌ヶ谷 89 (47、42)

澤田 竜成 TEAM KGA ジュニア 76 (36、40) 有我 栄一郎 鶴舞 81 (39、42) 冨田 茂 富士笠間 89 (45、44)

26 長谷 政真 石岡 77 (41、36) 梅津 慶士 京 81 (37、44) 和田 哲弥 メイプルポイント 89 (44、45)

Tulathimutte Kan 石岡 77 (39、38) 松本 武夫 成田GC 81 (36、45) 108 東 紘平 神奈川 90 (48、42)

伊藤 泰良 那須小川 77 (39、38) 68 馬渡 清也 専修大 82 (46、36) 山野 貴之 平川 90 (45、45)

石毛 一輝 新千葉 77 (38、39) 金山 直道 姉ヶ崎 82 (43、39) 高山 航太朗 上総富士 90 (41、49)

坂田 一真 関東ジュニア 77 (38、39) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 82 (42、40) 111 吉田 潔 本千葉 91 (44、47)

小室 敬偉 TEAM KGA ジュニア 77 (37、40) 内山 海聡 JGM セベバレステロス 82 (42、40) 112 田中 耕太郎 木更津 95 (52、43)

32 杉山 稔 総武 78 (41、37) 長崎 拓実 中央大 82 (41、41) 113 鶴田 浩之 PGM総成 103 (52、51)

小澤 玲央 松本 78 (40、38) 村井 忠行 東京五日市 82 (38、44) 棄権 松村 滋基 きみさらず

- 以 上、 決 勝 進 出 － 鈴木 隆之 平川 82 (38、44) 棄権 藤原 昭彦 静ヒルズ

吉田 歩生 カレドニアン 78 (39、39) 75 中川 拓海 新千葉 83 (43、40) 欠場 高村 保 姉ヶ崎

毛利 基文 京 78 (39、39) 田代 猛 東名厚木 83 (42、41) 欠場 森田 喜一郎 千葉

山本 力輝 那須小川 78 (38、40) 豊 太陽 那須小川 83 (40、43) 欠場 菊池 幸人 富士市原

園田 昂生 パ協 78 (38、40) 前田 高志 朝霧ジャンボリー 83 (40、43) 欠場 小寺 聡司 アコーディア・ゴルフ習志野

細谷 朋生 千葉夷隅 78 (37、41) 79 岩舘 輝 白鳳 84 (45、39)

田辺 隆一 マグレガー 78 (37、41) 照沼 純平 大平台 84 (44、40)

馬場 輝雄 八幡 78 (37、41) 藤本 和大 千葉夷隅 84 (44、40)

5月10日(金)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

平川カントリークラブ( 7159Yards   Par 72 )


