
会場：

期日：
エントリー： 71名

出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉田 隼人 太平洋・佐野ヒルクレスト 70 (36、34) 42 風間 智行 小田原･松田 83 (46、37)

2 澤田 信弘 茨城 71 (35、36) 高貝 良樹 龍ヶ崎 83 (42、41)

3 吹野 耕一 富士笠間 72 (36、36) 広田 文雄 長野 83 (42、41)

鄭 多仁 鹿沼72 72 (35、37) 良川 卓也 塩原 83 (40、43)

5 田中 良博 寄居 73 (37、36) 鈴木 秀幸 鹿沼 83 (40、43)

6 鷺 一成 太平洋・御殿場 74 (37、37) 沼田 茂昭 富里 83 (40、43)

三浦 大河 神奈川 74 (37、37) 48 幸田 恭典 ニッソー 84 (44、40)

8 窪田 一樹 スプリングフィルズ 75 (39、36) 上條 覚 オリムピック 84 (43、41)

伊藤 優太 東京五日市 75 (38、37) 山田 俊明 鹿沼 84 (39、45)

庄司 由 東千葉 75 (38、37) 51 岩橋 和輝 ギャツビイ 85 (45、40)

柳澤 信吾 袖ヶ浦 75 (37、38) 東 紘平 神奈川 85 (45、40)

小原 淳 愛鷹 75 (36、39) 柳本 常雄 オリムピック 85 (42、43)

伊藤 泰良 那須小川 75 (36、39) 藤本 和大 千葉夷隅 85 (40、45)

沼田 凌 鹿沼72 75 (33、42) 川村 直樹 神奈川 85 (40、45)

15 川崎 邦朗 龍ヶ崎 76 (38、38) 鈴木 淳一 横浜 85 (40、45)

布施 正明 成田東 76 (37、39) 57 浮ヶ谷 博之 千葉 87 (46、41)

服部 滋多 白帆 76 (37、39) 小林 隆寿 東千葉 87 (45、42)

木村 利治 水戸グリーン 76 (37、39) 高瀬 基次 オリムピックナショナル 87 (43、44)

河内 喜文 水戸 76 (36、40) 飯塚 裕一 藤岡 87 (41、46)

斉野 恵康 GMG八王子 76 (36、40) 岩沢 一輝 神奈川 87 (40、47)

21 森 光弘 葉山国際 77 (40、37) 滝沢 勲 ニッソー 87 (40、47)

竹原 洋行 横浜 77 (40、37) 63 村上 雄太 南総 89 (44、45)

23 関澤 誠 嵐山 78 (43、35) 64 太田 秀樹 オリムピックナショナル 90 (49、41)

青木 竜真 那須小川 78 (39、39) 65 石川 浩己 サンヒルズ 91 (45、46)

松田 永基 清川 78 (39、39) 66 高橋 洋平 オリムピック 92 (45、47)

小野 竜彦 オリムピック 78 (39、39) 松岡 一裕 矢板 92 (41、51)

佐野 知大 武蔵 78 (38、40) 失格 武田 直人 法政大

白石 哲也 相模原 78 (38、40) 欠場 荒川 慶量 京葉

鈴木 貴士 大日向 78 (37、41) 欠場 小川 文平 サンヒルズ

30 渡部 美和 鹿野山 79 (40、39) 欠場 片野 由次 オリムピック

原 克宣 小田原･松田 79 (39、40)

高倍 淳一 東京五日市 79 (37、42)

33 行徳 健洋 東松苑 80 (40、40)

太田 智喜 富士笠間 80 (39、41)

35 夏堀 裕大 水戸レイクス 81 (42、39)

野口 道男 ブリック＆ウッド 81 (42、39)

菊地 一郎 塩原 81 (40、41)

渋谷 晃太郎 サンヒルズ 81 (39、42)

39 大内田 愼一郎 岡部チサン 82 (43、39)

照沼 純平 大平台 82 (41、41)

相馬 義孝 塩原 82 (40、42)

平成30年(一社)関東ゴルフ連盟1月月例競技(男子)

袖ヶ浦カンツリークラブ　袖ヶ浦コース( 7138Yards   Par 72 )

1月16日(火)


