
会場：

期日：

エントリー： 92名

出場： 88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 大栗 平 那須小川 71 (33、38) 井川 智一郎 初穂 84 (41、43) 山下 太郎 JGMベルエア 93 (47、46)

2 柏俣 結生 関東ジュニア 73 (36、37) 森 信幸 高根 84 (41、43) 増山 進 埼玉国際 93 (45、48)

3 西山 大翔 グリーンパーク 74 (38、36) 倉片 優 武蔵 84 (39、45) 84 武藤 貴志 岡部チサン 95 (49、46)

4 長野 京介 サンコー72 75 (39、36) 44 川田 直人 法政大 85 (45、40) 85 長谷川 剛広 石地シーサイド 96 (45、51)

新垣 厚樹 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 宮下 昌俊 松本 85 (44、41) 86 黒石 公一 松ヶ峯 97 (47、50)

高橋 夢人 新発田城 75 (37、38) 中野 秀樹 赤羽 85 (43、42) 87 岩崎 哲也 鳩山 98 (48、50)

7 中田 靖人 セントラル 76 (40、36) 春名 和彦 上野原 85 (43、42) 88 田尻 利徳 さいたま梨花 100 (51、49)

大野 達朗 武蔵 76 (39、37) 浅田 かれら ツインレイクス 85 (39、46) 欠場 納冨 成司 上野原

9 細沼 実 JGMベルエア 77 (38、39) 49 水上 政宏 岡部チサン 86 (44、42) 欠場 宮代 茂 相武

樋口 航平 駒澤大 77 (37、40) 井関 陸人 櫛形 86 (41、45) 欠場 笠原 大輝 水戸レイクス

11 坂本 僚平 駒澤大 78 (40、38) 51 尾崎 勉 白水 87 (45、42) 欠場 池田 陽介 武蔵

宮本 清 高坂 78 (40、38) 鈴木 明 高坂 87 (44、43)

佐藤 快斗 那須小川 78 (37、41) 常盤 和也 TEAM KGA ジュニア 87 (43、44)

14 吉永 竜 那須小川 79 (40、39) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 87 (41、46)

吉田 隼汰 水戸レイクス 79 (39、40) 55 平野 誠一 千成 88 (45、43)

岩井 巧 妙義 79 (38、41) 大谷 日出雄 大平台 88 (45、43)

17 藤原 実輝 那須小川 80 (42、38) 堀之内 佳武 サンコー72 88 (45、43)

宝地戸 展幸 高坂 80 (40、40) 横戸 祐司 松本 88 (44、44)

19 古池 陽太 さいたま梨花 81 (43、38) 高畑 尚康 武蔵松山 88 (43、45)

長岡 元樹 鳳凰 81 (43、38) 小林 勇一郎 岡部チサン 88 (41、47)

久富 正太郎 東京五日市 81 (42、39) 関 英将 草津 88 (41、47)

上原 挑夢 グリーンパーク 81 (42、39) 62 高見澤 亨 越生 89 (48、41)

渡辺 顕展 高根 81 (40、41) 桜井 真澄 日高 89 (46、43)

渡邊 利明 石坂 81 (40、41) 岡田 義和 武蔵 89 (45、44)

竹馬 正広 長岡 81 (39、42) 遠山 一行 豊科 89 (45、44)

26 吉本 壽宏 武蔵 82 (46、36) 66 大原 淳 都留 90 (47、43)

末広 大地 TEAM KGA ジュニア 82 (44、38) 大和久 高志 新千葉 90 (47、43)

小屋 将一朗 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41) 鈴木 明彦 霞ヶ関 90 (45、45)

平山 幸作 おおむらさき 82 (41、41) 梅澤 拓望 櫛形 90 (45、45)

岡田 大河 那須小川 82 (40、42) 鴨野 勝 水戸レイクス 90 (43、47)

小川 真之介 櫛形 82 (40、42) 松永 貴広 GMG八王子 90 (41、49)

32 泊 隆太 グリーンパーク 83 (44、39) 72 義澤 彰 大相模 91 (47、44)

平井 裕晃 高坂 83 (43、40) 鈴木 優大 那須小川 91 (44、47)

平林 浩二 都留 83 (42、41) 澤邊 彰 都賀 91 (43、48)

遠藤 一生 法政大 83 (42、41) 75 本間 淳一 境川 92 (50、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 加藤 明夫 大平台 92 (49、43)

深沢 勝彦 船橋 83 (41、42) 折本 雄一 上野原 92 (47、45)

岡部 祐太 那須小川 83 (40、43) 町田 真二 ザ ナショナル・埼玉 92 (45、47)

38 東 剛克 城西大 84 (46、38) 廣瀬 浩二 栃木 92 (45、47)

長倉 聖弥 鹿沼72 84 (44、40) 80 小川 覚太郎 高坂 93 (47、46)

北村 和秋 石地シーサイド 84 (43、41) 千葉 俊哉 鳩山 93 (47、46)

4月5日(木)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技

高坂カントリークラブ 米山コース( 6654Yards   Par 72 )


