
会場：

期日：

エントリー： 61名

出場： 57名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 原田 大雅 秦野 72 (35、37) 谷口 徹 大相模 88 (42、46)

2 杉山 倫久 平塚富士見 74 (36、38) 42 池田 武史 ヴィレッジ東軽井沢 89 (44、45)

清野 誠 伊勢原 74 (35、39) 榎本 盛 富士市原 89 (42、47)

4 千葉 竜聖 関東国際 75 (37、38) 44 梅澤 武彦 相模原 90 (47、43)

5 花山 大輔 ギャツビイ 77 (37、40) 前田 徳郎 東千葉 90 (46、44)

中跡 朝臣 富士宮 77 (37、40) 天野 仙志 ロイヤルスター 90 (42、48)

野本 未世夢 東名厚木 77 (33、44) 47 府川 流士 扶桑 91 (47、44)

8 猪股 英昭 平塚富士見 78 (36、42) 48 中田 昌宏 平塚富士見 92 (47、45)

9 内田 典明 カレドニアン 79 (39、40) 星野 英彦 太平洋・御殿場 92 (45、47)

金子 富夫 東京国際 79 (37、42) 桑原 広樹 入間 92 (45、47)

11 光山 富夫 横浜 80 (40、40) 丹野 隆幸 小田原･日動御殿場 92 (41、51)

山田 直紀 小田原･松田 80 (40、40) 52 和泉 満 ロイヤルスター 94 (46、48)

13 永井 英輔 東京国際 81 (41、40) 53 竹内 浩典 富士小山 95 (45、50)

安藤 弘 富士宮 81 (40、41) 54 石川 秀人 成田GC 96 (49、47)

平尾 喜彦 富士ロイヤル 81 (38、43) 55 高橋 信一 平川 97 (51、46)

16 石橋 良一也 秦野 84 (47、37) 56 山川 博功 上野原 102 (50、52)

武藏 圭太 平塚富士見 84 (45、39) 棄権 太田 再勇 大相模

新毛 達朗 慶應義塾大 84 (44、40) 欠場 坪井 浩一 相模原

平子 尚丈 大相模 84 (44、40) 欠場 田村 高広 成田GC

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 秋山 定俊 相模原

肥野 竜也 ギャツビイ 84 (41、43) 欠場 渋谷 友和 姉ヶ崎

上中 康則 平塚富士見 84 (41、43)

小川 陽一 富士小山 84 (40、44)

山ノ上 利充 秦野 84 (40、44)

宮脇 裕之 オリムピック・レイクつぶらだ 84 (39、45)

25 佐藤 貴輝 東名厚木 85 (45、40)

岡本 聡 戸塚 85 (45、40)

待合 勇史 平塚富士見 85 (44、41)

栁川 凌平 小田原･日動御殿場 85 (43、42)

前山 正隆 富士小山 85 (42、43)

戸松 仁 石地シーサイド 85 (42、43)

釜谷 正宏 富士小山 85 (39、46)

32 星野 豪汰 房総 86 (46、40)

蛯原 潤 我孫子 86 (44、42)

34 星野 豪希 房総 87 (44、43)

澳原 広明 浦和 87 (44、43)

大場 邦夫 大相模 87 (43、44)

柳下 俊明 平塚富士見 87 (43、44)

野村 卓洋 平塚富士見 87 (41、46)

39 加藤 広之 凾南 88 (46、42)

山田 真吾 ロイヤルスター 88 (45、43)

4月8日(月)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第11会場予選競技

平塚富士見カントリークラブ 大磯コース( 6699Yards   Par 72 )


