
会場：

期日：

エントリー： 130名

出場： 124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 鄭 多仁 鹿沼72 73 (37、36) 海老澤 唯 鎌倉 83 (43、40) 柴田 聡 カレドニアン 88 (41、47) 棄権 東 紘平 神奈川

小澤 玲央 松本 73 (36、37) 下田 雄大 那須小川 83 (43、40) 83 竹内 亮輔 立教大 89 (48、41) 棄権 波多野 直樹 東千葉

望月 幹仁 加茂 73 (36、37) 久保 秀成 メイプルポイント 83 (43、40) 蛯原 潤 我孫子 89 (48、41) 欠場 安室 伸一 キングフィールズ

4 本間 佑 鹿沼72 74 (37、37) 松岡 優太朗 玉造 83 (43、40) 佐藤 充利 成田ハイツリー 89 (47、42) 欠場 鷺 一成 太平洋・御殿場

5 梶原 正吾 明治大 75 (39、36) 政岡 貴志 キングフィールズ 83 (41、42) 石原 裕士 東千葉 89 (44、45) 欠場 上野 敬輔 中山

馬渡 清也 専修大 75 (38、37) 47 中野 陽大 小田原･日動御殿場 84 (46、38) 森 健太郎 戸塚 89 (42、47) 欠場 佐藤 正樹 京葉

7 田辺 隆一 関東ジュニア 76 (40、36) 小川 稔 東京湾 84 (45、39) 88 松原 伸夫 オーク・ヒルズ 90 (49、41) 欠場 高野 秀治 鳩山

勝俣 翔 水戸レイクス 76 (38、38) 渡邊 文弥 立教大 84 (44、40) 大滝 淳 房総 90 (46、44) 欠場 長島 洋介 真名

佐藤 雅彦 八王子 76 (36、40) 石毛 一輝 新千葉 84 (41、43) 荒川 慶量 京葉 90 (46、44)

土井 克祥 加茂 76 (35、41) - 以 上、 予 選 通 過 － 宮﨑 琉 千葉桜の里 90 (45、45)

11 淀川 勇 袖ヶ浦 77 (39、38) 大久保 学 花生 84 (40、44) 肥野 竜也 ギャツビイ 90 (45、45)

榎本 剛之 袖ヶ浦 77 (39、38) 52 小柳 拓也 取手国際 85 (45、40) 宍戸 謙介 大相模 90 (45、45)

林 恭平 TEAM KGA ジュニア 77 (38、39) 朝倉 佳範 富士笠間 85 (45、40) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 90 (45、45)

沼田 凌 鹿沼72 77 (37、40) 徳山 隆 総武 85 (44、41) 久野 太辰 キングフィールズ 90 (43、47)

15 浅野 正幸 東千葉 78 (39、39) 塚本 則男 東京湾 85 (44、41) 96 岡野 茂樹 大平台 91 (49、42)

奥田 堅太郎 中山 78 (37、41) 瀬口 卓 大平台 85 (43、42) 大原 俊弘 グレンオークス 91 (48、43)

17 多戸 仁一 東京五日市 79 (41、38) 佐々木 愁也 那須小川 85 (42、43) 橋本 訓志 葉山国際 91 (48、43)

金子 光規 戸塚 79 (40、39) 木村 仁 玉造 85 (41、44) 内野 道雄 東京クラシック 91 (48、43)

滝沢 勲 ニッソー 79 (40、39) 中澤 貞充 ザ・ジャパン 85 (40、45) 浦谷 明 東千葉 91 (48、43)

大野 倖 関東ジュニア 79 (39、40) 60 寒河江 義則 中山 86 (47、39) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 91 (47、44)

廣田 剛士 葉山国際 79 (38、41) 堤 星也 秦野 86 (46、40) 山田 伸夫 キングフィールズ 91 (45、46)

丁 志優 関東ジュニア 79 (38、41) 中川 正弘 京葉 86 (45、41) 黒田 健史 明治大 91 (44、47)

松下 宗嗣 カレドニアン 79 (37、42) 萩野 邦宏 皐月･佐野 86 (45、41) 104 小林 祐介 東千葉 92 (46、46)

24 鈴木 教大 房州 80 (41、39) 佐々木 政一 きみさらず 86 (45、41) 弘光 利之 加茂 92 (45、47)

中村 英明 千葉国際 80 (40、40) 山田 廣樹 メイプルポイント 86 (44、42) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 92 (44、48)

馬場 輝雄 八幡 80 (39、41) 宮下 恵 万木城 86 (44、42) 107 伊勢 直史 レインボーヒルズ 93 (49、44)

梅津 慶士 関東ジュニア 80 (38、42) 菊池 幸人 富士OGM・市原 86 (43、43) 今村 明哲 カレドニアン 93 (49、44)

操上 眞廣 日本体育大 80 (38、42) 海老塚 亮一 キングフィールズ 86 (41、45) 佐藤 秀樹 富士小山 93 (48、45)

29 山城 康博 館山 81 (42、39) 米澤 龍太郎 大利根 86 (40、46) 110 山下 富生 東京湾 94 (50、44)

毛利 基文 京 81 (40、41) 70 廣瀬 照康 袖ヶ浦 87 (47、40) 金子 英樹 メイプルポイント 94 (47、47)

倉島 保一 真名 81 (40、41) 石川 秀人 成田GC 87 (46、41) 廣仲 弘 米原 94 (46、48)

河野 淳一 袖ヶ浦 81 (39、42) 家泉 英明 東千葉 87 (43、44) 松本 雄希 きみさらず 94 (43、51)

山口 祐介 鎌ヶ谷 81 (37、44) 西野 貴浩 佐原 87 (42、45) 114 今井 悟 ザ・竜ヶ崎 95 (46、49)

34 塩田 一史 白鳳 82 (42、40) 鈴木 貴之 千葉国際 87 (42、45) 蜂谷 大棋 南総 95 (46、49)

中野 貴博 中央大 82 (41、41) 岩田 和広 小田原･松田 87 (41、46) 116 廣長 恭平 相模野 96 (50、46)

細谷 朋生 千葉夷隅 82 (41、41) 76 下村 安敏 佐原 88 (44、44) 117 伊藤 治 袖ヶ浦 97 (47、50)

神場 名 太平洋・御殿場 82 (41、41) 岡村 善裕 平川 88 (44、44) 118 田城 亨 富士OGM・市原 98 (48、50)

小川 陽一 富士小山 82 (40、42) 杉井 俊之 新千葉 88 (43、45) 119 菊地 宏 八幡 100 (51、49)

鈴木 正樹 キングフィールズ 82 (40、42) 原 繼雄 横浜 88 (42、46) 田島 弘介 カレドニアン 100 (51、49)

生形 幸政 栃木ヶ丘 82 (39、43) 安齊 雅之 秦野 88 (42、46) 121 池谷 圭司 大平台 103 (52、51)

41 田村 将人 ロイヤルスター 83 (44、39) 晝間 隆広 平塚富士見 88 (41、47) 青野 栄一 清川 103 (50、53)

4月9日(月)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

キングフィールズゴルフクラブ( 7050Yards   Par 72 )


