
会場：

期日：

エントリー： 133名

出場： 129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 大岩 龍一 那須小川 69 (35、34) 山城 康博 館山 79 (42、37) 鈴木 淳一 横浜 83 (43、40) 生形 幸政 栃木ヶ丘 92 (46、46)

2 西村 涼 中央学院大 70 (35、35) 佐野 充成 館山 79 (41、38) 土井 克祥 加茂 83 (43、40) 124 石田 剛啓 南総 93 (49、44)

3 中野 貴博 中央大 71 (35、36) 馬場 輝雄 八幡 79 (40、39) 淀川 勇 袖ヶ浦 83 (43、40) 久保 秀成 メイプルポイント 93 (46、47)

勝俣 翔 水戸レイクス 71 (34、37) 水主川 大樹 中央学院大 79 (40、39) 関本 勝 上総モナーク 83 (42、41) 江崎 典載 妙高 93 (44、49)

丁 志優 関東ジュニア 71 (33、38) 坂田 一真 長太郎 79 (39、40) 高村 保 姉ヶ崎 83 (42、41) 127 藤本 和大 千葉夷隅 94 (49、45)

6 本間 佑 鹿沼72 72 (35、37) 嶋野 菊治 加茂 79 (39、40) 中上 浩三 浜野 83 (42、41) 棄権 柴田 博文 ザ・レイクス

園田 昂生 パ協 72 (35、37) 石井 勉 中山 79 (39、40) 安蒜 真輝 那須小川 83 (40、43) 棄権 田村 将人 ロイヤルスター

8 大野 倖 関東ジュニア 73 (38、35) 樋口 匠 コスモクラシック 79 (38、41) 宇野 信宏 中央学院大 83 (40、43) 欠場 田村 高広 成田GC

鈴木 海斗 明治大 73 (38、35) 菅野 義稀 カレドニアン 79 (38、41) 根本 幸範 水戸 83 (40、43) 欠場 松下 宗嗣 カレドニアン

坂輪 成章 平川 73 (37、36) 50 小寺 聡司 習志野 80 (43、37) 田辺 隆一 関東ジュニア 83 (39、44) 欠場 上畠 哲 オリムピック

鈴木 辰海 関東アマ 73 (35、38) 小澤 玲央 松本 80 (42、38) 92 河野 淳一 袖ヶ浦 84 (44、40) 欠場 海老澤 唯 鎌倉

12 毛利 基文 京 74 (37、37) 沼田 凌 鹿沼72 80 (41、39) 新毛 達朗 慶應義塾大 84 (43、41)

櫛山 勝弘 関東アマ 74 (36、38) 田中 将吾 中央学院大 80 (41、39) 真辺 則光 総武 84 (42、42)

14 鄭 多仁 鹿沼72 75 (40、35) 佐藤 雅彦 八王子 80 (41、39) 三浦 大河 神奈川 84 (42、42)

伊藤 泰良 那須小川 75 (39、36) 榎本 剛之 袖ヶ浦 80 (41、39) 渡邊 文弥 立教大 84 (40、44)

梶原 正吾 明治大 75 (39、36) 小林 隆寿 東千葉 80 (40、40) 梅津 慶士 関東ジュニア 84 (39、45)

武田 正輝 オーク・ヒルズ 75 (37、38) 遠藤 優太 本千葉 80 (40、40) 98 山口 祐介 鎌ヶ谷 85 (46、39)

18 増田 康平 中央学院大 76 (40、36) 倉島 保一 真名 80 (40、40) 木立 敦志 佐倉 85 (44、41)

内田 直輝 伊勢原 76 (38、38) 眞崎 敏寛 南総 80 (39、41) 粂川 欣厚 京葉 85 (44、41)

澤田 竜成 長太郎 76 (38、38) 馬渡 清也 専修大 80 (38、42) 小川 稔 東京湾 85 (43、42)

大塚 大樹 東北福祉大 76 (38、38) 村上 雄太 南総 80 (38、42) 広見 誠 南総 85 (43、42)

大沼 竜也 中央学院大 76 (38、38) 長崎 拓実 中央大 80 (36、44) 小川 陽一 富士小山 85 (42、43)

横溝 武蔵 那須小川 76 (38、38) 63 政岡 貴志 キングフィールズ 81 (43、38) 滝沢 勲 ニッソー 85 (42、43)

手塚 辰弥 南総 76 (37、39) 細谷 朋生 千葉夷隅 81 (43、38) 若山 秀太郎 慶應義塾大 85 (40、45)

25 中澤 紀和 那須小川 77 (40、37) 奥田 堅太郎 中山 81 (43、38) 106 大久保 光彦 東松山 86 (46、40)

野呂 涼 長太郎 77 (40、37) 望月 幹仁 加茂 81 (43、38) 小野 光弘 中央学院大 86 (45、41)

柳澤 信吾 袖ヶ浦 77 (39、38) 片岡 弘幸 上総モナーク 81 (42、39) 日暮 浩之 藤ヶ谷 86 (42、44)

安間 魁 山梨学院大 77 (39、38) 布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 81 (42、39) 永野 和也 花生 86 (41、45)

大川 勢矢 山梨学院大 77 (39、38) 佐藤 凌乃介 櫛形 81 (41、40) 110 清水 拳斗 扶桑 87 (46、41)

和田 歩 関東ジュニア 77 (39、38) 中村 英明 千葉国際 81 (40、41) 山本 将嗣 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (44、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 杉山 稔 千葉県アマ協会 81 (40、41) 村上 拓海 那須小川 87 (43、44)

加藤 勇希 専修大 77 (38、39) 山田 吉希 JGM セベバレステロス 81 (40、41) 犬飼 泰我 TEAM KGA ジュニア 87 (42、45)

金山 直道 姉ヶ崎 77 (36、41) 松岡 優太朗 玉造 81 (39、42) 114 鈴木 教大 房州 88 (44、44)

33 多戸 仁一 東京五日市 78 (42、36) 鈴木 正樹 キングフィールズ 81 (38、43) 廣田 剛士 葉山国際 88 (44、44)

光山 富夫 横浜 78 (39、39) 75 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 82 (42、40) 116 金城 彰 花生 89 (48、41)

石毛 一輝 新千葉 78 (39、39) 山田 聖也 JGM セベバレステロス 82 (42、40) 高橋 和久 玉造 89 (46、43)

福井 浩之 富士小山 78 (37、41) 金子 光規 戸塚 82 (41、41) 神場 名 太平洋・御殿場 89 (45、44)

下田 雄大 那須小川 78 (37、41) 操上 眞廣 日本体育大 82 (41、41) 119 湯浅 良平 総武 90 (49、41)

遠矢 祐希 JGM セベバレステロス 78 (37、41) 光山 勝則 皐月･佐野 82 (39、43) 水上 佳昭 袖ヶ浦 90 (40、50)

杉田 龍英 凾南 78 (34、44) 浅野 正幸 東千葉 82 (38、44) 121 山崎 寿 南総 91 (47、44)

40 塩田 一史 白鳳 79 (42、37) 81 中野 陽大 小田原･日動御殿場 83 (45、38) 122 吉岩 拓実 中央学院大 92 (48、44)

5月8日(火)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース( 7129Yards   Par 72 )


