
会場：

期日：
エントリー： 76名

出場： 72名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 光山 富夫 横浜 72 (32、40) 田中 秀幸 南総 87 (42、45)

2 手塚 辰弥 南総 76 (39、37) 寄元 貴 南総 87 (41、46)

坂田 一真 長太郎 76 (37、39) 43 小川 恭伸 南総 88 (46、42)

4 樋口 匠 コスモクラシック 78 (41、37) 和田 樹 慶應義塾大 88 (44、44)

5 澤田 竜成 長太郎 79 (42、37) 渡邊 毅晴 南総 88 (42、46)

6 長崎 拓実 中央大 80 (42、38) 伊谷 健 東千葉 88 (41、47)

金城 彰 花生 80 (39、41) 47 村松 薫 カレドニアン 89 (46、43)

安間 魁 山梨学院大 80 (39、41) 泉 政瑳 JGM セベバレステロス 89 (44、45)

山田 吉希 JGM セベバレステロス 80 (39、41) 梅原 和典 立野クラシック 89 (44、45)

10 眞崎 敏寛 南総 81 (42、39) 川口 泰正 レイクウッド総成 89 (43、46)

嶋野 菊治 加茂 81 (40、41) 伊谷 亮祐 東千葉 89 (41、48)

清水 拳斗 扶桑 81 (39、42) 52 宮下 真一 石岡・ウエスト 90 (51、39)

13 江崎 典載 妙高 82 (42、40) 渡辺 昭好 かずさ 90 (48、42)

田村 高広 成田GC 82 (40、42) 横澤 三男 ニッソー 90 (47、43)

15 関本 勝 上総モナーク 83 (44、39) 高橋 洋 マグレガー 90 (45、45)

菅野 義稀 カレドニアン 83 (42、41) 谷口 徹 大相模 90 (45、45)

片岡 弘幸 上総モナーク 83 (41、42) 57 久保田 慎 トーヨー 91 (49、42)

犬飼 泰我 TEAM KGA ジュニア 83 (41、42) 宮田 正奈雄 東京湾 91 (48、43)

藤本 和大 千葉夷隅 83 (41、42) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 91 (46、45)

永野 和也 花生 83 (40、43) 高橋 正明 房州 91 (45、46)

21 安蒜 真輝 那須小川 84 (44、40) 61 賀来 勝彦 オリムピック 92 (46、46)

村上 雄太 南総 84 (43、41) 62 平山 雅也 我孫子 93 (49、44)

金山 直道 姉ヶ崎 84 (43、41) 角間 祐介 浜野 93 (44、49)

石田 剛啓 南総 84 (41、43) 64 藤田 政嗣 ロイヤルスター 94 (47、47)

広見 誠 南総 84 (41、43) 仲森 良樹 房総 94 (44、50)

26 山崎 寿 南総 85 (44、41) 66 斉藤 正人 南総 95 (48、47)

上畠 哲 オリムピック 85 (42、43) 阪本 明大 レイク相模 95 (44、51)

中上 浩三 浜野 85 (42、43) 68 杉本 真市朗 立野クラシック 100 (54、46)

鈴木 淳一 横浜 85 (41、44) 勝沼 駿 立教大 100 (54、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 棄権 林 秀宣 藤ヶ谷

田邉 練 中央学院大 85 (41、44) 棄権 根本 敦 土浦

紺野 秀倖 カレドニアン 85 (40、45) 棄権 瀬尾 徹 南総

戸田 光法 山田 85 (39、46) 欠場 高橋 正紀 千葉国際

33 滝澤 泰三 習志野 86 (46、40) 欠場 鳴海 翼 宍戸ヒルズ

酒井 昌伸 彩の森 86 (44、42) 欠場 中田 丈晴 鷹

北牧 裕幸 長岡 86 (43、43) 欠場 福永 義弘 ロイヤルスター

青山 正幸 勝浦 86 (43、43)

髙岸 克冴 立教大 86 (42、44)

38 加藤 章嘉 東千葉 87 (46、41)

藤澤 諒 TEAM KGA ジュニア 87 (43、44)

蓑田 克己 袖ヶ浦 87 (42、45)

4月6日(金)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

南総カントリークラブ 東コース( 6765Yards   Par 72 )


