
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 140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 野口 裕太 関東ジュニア 70 (35、35) 42 小野 竜彦 オリムピック 82 (44、38) 大村 宗志 浜松シーサイド 86 (44、42) 相馬 賢一 コスモクラシック 92 (46、46)

2 齊藤 瑞己 神奈川大 72 (37、35) 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (44、38) 塩澤 宣丈 ギャツビイ 86 (44、42) 岡崎 恭司 鶴舞 92 (44、48)

3 本 大志 TEAM KGA ジュニア 73 (38、35) 高木 歩 ブリック＆ウッド 82 (43、39) 佐々木 巧 相模湖 86 (43、43) 倉田 泰輝 小金井 92 (43、49)

4 小室 圭 太平洋・佐野ヒルクレスト 74 (38、36) 飯塚 悟 きみさらず 82 (43、39) 平方 彰 伊香保国際 86 (43、43) 126 新井 陽一 青梅 93 (48、45)

荒井 陸 嵐山 74 (37、37) 中里 匡良 大相模 82 (43、39) 倉橋 学滋 富士箱根 86 (41、45) 榎本 盛 富士OGM・市原 93 (45、48)

高橋 真央 岡部チサン 74 (37、37) 關橋 光一 飯能グリーン 82 (43、39) 87 川本 慎太朗 凾南 87 (49、38) 鈴木 隆介 青梅 93 (45、48)

7 成田 朋正 豊岡国際 75 (38、37) 松並 良 秦野 82 (42、40) 安藤 弘 富士宮 87 (46、41) 鈴木 剛 寄居 93 (41、52)

勝又 英文 朝霧ジャンボリー 75 (37、38) 渡辺 孝之 富士箱根 82 (42、40) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 87 (45、42) 130 細田 忠司 武蔵野 94 (47、47)

9 黒滝 公彦 オリムピックナショナル 76 (39、37) 田村 亮 三島 82 (41、41) 森崎 豪 津久井湖 87 (45、42) 仁科 雅司 都 94 (45、49)

饒田 剛央 東京国際 76 (38、38) 辻下 英良 大厚木 82 (41、41) 梶原 浩嗣 那須 87 (44、43) 132 酒井 透 青梅 95 (49、46)

鈴木 昌弥 津久井湖 76 (35、41) 別所 義人 相模湖 82 (40、42) 藤田 一洋 寄居 87 (44、43) 増井 清隆 浜松シーサイド 95 (46、49)

12 丹羽 基広 小金井 77 (39、38) 屋代 亮 大厚木 82 (39、43) 赤津 裕次郎 箱根 87 (42、45) 134 青木 慶一郎 箱根 96 (47、49)

大久保 海 TEAM KGA ジュニア 77 (39、38) 冨永 学 嵐山 82 (39、43) 梅澤 武彦 相模原 87 (41、46) 135 仁地 隆雄 豊岡国際 97 (50、47)

14 堤 健太朗 川越グリーン 78 (40、38) 渡邉 泰広 メイプルポイント 82 (38、44) 95 清水 正一 青梅 88 (47、41) 府川 令樹 箱根 97 (49、48)

中跡 朝臣 富士宮 78 (40、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 土田 悠輔 鶴舞 88 (46、42) 137 朝倉 弘泰 きみさらず 100 (50、50)

吉田 壮一郎 さいたま 78 (39、39) 56 山田 昇治 大厚木 83 (46、37) 元木 努 多摩 88 (44、44) 138 志賀 弘史 秦野 109 (55、54)

小室 順 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (38、40) 鹿島 康裕 相模原 83 (42、41) 遠山 敏正 富士 88 (43、45) 139 北島 幹久 ブリック＆ウッド 114 (58、56)

勝田 兵吉 成田GC 78 (38、40) 大鷲 富雄 大秦野 83 (42、41) 平井 寛章 豊岡国際 88 (40、48) 棄権 山ノ上 利充 秦野

曽根 忠和 東名 78 (37、41) 星野 豪汰 房総 83 (42、41) 100 山田 敏紀 箱根 89 (49、40) 欠場 西山 昌彦 小金井

吉田 翔 専修大 78 (37、41) 加藤 了資 富士 83 (41、42) 三井 和維 ヴィンテージ 89 (47、42) 欠場 大場 歓 埼玉国際

21 岡田 大輔 那須小川 79 (42、37) 田中 雄三 相模原 83 (40、43) 榎本 愼一 寄居 89 (47、42) 欠場 福島 宏昌 箱根

福村 祐人 神奈川大 79 (42、37) 高橋 怜央 岡部チサン 83 (38、45) 小菅 憲太郎 箱根 89 (45、44) 欠場 福井 達理 富士小山

村山 浩伸 オリムピックナショナル 79 (41、38) 63 寺西 謙治 チェックメイト 84 (45、39) 平井 浩史 嵐山 89 (43、46)

三上 光彦 富士箱根 79 (39、40) 永井 英輔 東京国際 84 (45、39) 佐藤 光介 コスモクラシック 89 (43、46)

中島 央樹 関東ジュニア 79 (38、41) 曽根 大介 豊岡国際 84 (44、40) 中村 康彦 小金井 89 (43、46)

石川 誠剛 箱根 79 (36、43) 中嶋 規夫 青梅 84 (44、40) 107 崎尾 剛 箱根 90 (48、42)

27 垣守 博 富士チサン 80 (42、38) 田中 健太郎 明治大 84 (43、41) 八巻 朋義 沼津 90 (47、43)

橋本 貴文 武蔵野 80 (41、39) 小山 武 リバー富士 84 (41、43) 石崎 拓海 那須小川 90 (47、43)

金森 祐介 富士チサン 80 (41、39) 永田 剛士 浜松シーサイド 84 (41、43) 三橋 寛 浜松シーサイド 90 (43、47)

小野寺 智夫 南総 80 (41、39) 泉 毅 大厚木 84 (41、43) 111 埋田 愛都 JGM セベバレステロス 91 (48、43)

松井 篤 太平洋・御殿場 80 (40、40) 内村 淳也 オリムピック 84 (39、45) 小野 亮太郎 慶應義塾大 91 (48、43)

福島 太一朗 成田ハイツリー 80 (40、40) 72 高山 勇悟 矢板 85 (44、41) 清水 公一 ヴィンテージ 91 (47、44)

志渡 智宏 平塚富士見 80 (40、40) 名取 輝高 諏訪湖 85 (43、42) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 91 (46、45)

小川 詠次郎 那須小川 80 (39、41) 竹内 秀 神奈川大 85 (43、42) 落合 信太郎 箱根 91 (45、46)

井口 隆哉 越生 80 (39、41) 大神田 巧 河口湖 85 (42、43) 山田 豊 寄居 91 (45、46)

36 加藤 寛之 明治大 81 (43、38) 山崎 徳雄 富士 85 (41、44) 杉山 由紀彦 北の杜 91 (44、47)

宮田 玲 あさひヶ丘 81 (42、39) 塩澤 錠司 リバー富士 85 (41、44) 及川 克彦 富士小山 91 (44、47)

樋渡 雅俊 小田原･松田 81 (41、40) 野村 卓洋 平塚富士見 85 (41、44) 蛯名 忠親 チェックメイト 91 (43、48)

阿部 元則 凾南 81 (40、41) 79 茅野 弘喜 諏訪湖 86 (46、40) 120 嶋田 憲人 青梅 92 (49、43)

林 久仁彦 オリムピックナショナル 81 (39、42) 信岡 史将 成田GC 86 (45、41) 千北 光仁 麻倉 92 (47、45)

赤坂 昇 都 81 (38、43) 井上 雅彦 相模原 86 (44、42) 山口 賢哉 浜松シーサイド 92 (46、46)

4月10日(火)

平成30年関東アマチュアゴルフ選手権第11会場予選競技

箱根カントリー倶楽部( 7030Yards   Par 72 )


