
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 142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 村岡 侑哉 駒澤大 68 (35、33) 41 大沼 竜也 中央学院大 76 (40、36) 上中 啓史 武蔵松山 78 (37、41) 原 龍馬 日本大 82 (39、43)

2 鈴木 大哉 関東国際 69 (35、34) 清水 大翔 櫛形 76 (39、37) 平野 誠一 千成 78 (37、41) 樋口 匠 コスモクラシック 82 (39、43)

新村 駿 穂高 69 (34、35) 新垣 厚樹 TEAM KGA ジュニア 76 (39、37) 84 小川 真之介 櫛形 79 (41、38) 大内田 愼一郎 岡部チサン 82 (37、45)

4 西片 太一 埼玉国際 70 (36、34) 井上 達希 房総 76 (39、37) 島田 航汰 東京国際大 79 (40、39) 126 清水 文弥 日本体育大 83 (45、38)

植木 祥多 クリアビュー 70 (35、35) 松本 優人 玉川 76 (38、38) 山田 健悟 那須小川 79 (40、39) 福田 正平 セゴビア 83 (39、44)

6 佐藤 雄紀 マグレガー 71 (34、37) 佐藤 壱洸 那須小川 76 (38、38) 山本 世那 慶應義塾大 79 (39、40) 128 藤原 実輝 駒澤大 84 (44、40)

中村 勇貴 TEAM KGA ジュニア 71 (34、37) 和田 歩 関東ジュニア 76 (38、38) 前田 男 岡部チサン 79 (39、40) 関澤 誠 嵐山 84 (42、42)

末広 大地 TEAM KGA ジュニア 71 (34、37) 佐藤 翔太 関東ジュニア 76 (38、38) 安保 勇希 那須小川 79 (39、40) 長沢 昌彦 サンヒルズ 84 (41、43)

荒井 陸 嵐山 71 (34、37) 花村 秀太 TEAM KGA ジュニア 76 (38、38) 佐藤 力 美里 79 (39、40) 渡邉 明稔 森林公園 84 (41、43)

10 宮下 優輝 扶桑 72 (37、35) 柚木 将吾 鹿沼72 76 (37、39) 山田 真輝 那須小川 79 (38、41) 石崎 拓海 岡部チサン 84 (39、45)

小川 龍清 レンブラント御殿場 72 (36、36) 木村 正伸 伊香保GC 76 (37、39) 井口 俊 城西大 79 (38、41) 133 佐藤 高文 高麗川 85 (45、40)

林 拓海 日本大 72 (36、36) 木下 輝洋 皐月･佐野 76 (37、39) 信岡 史将 成田GC 79 (37、42) 滝澤 怜央 扶桑 85 (38、47)

野口 拓斗 那須小川 72 (35、37) 前田 晃希 栗橋國際 76 (36、40) 94 進藤 颯太 ラインヒル 80 (41、39) 135 沼田 茂昭 富里 86 (44、42)

堀越 勘太 水戸レイクス 72 (34、38) 54 岩崎 裕斗 関東ジュニア 77 (41、36) 福田 亮太 東千葉 80 (41、39) 栗原 英樹 東名厚木 86 (40、46)

佐野 知大 武蔵 72 (34、38) 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 77 (39、38) 五十嵐 将矢 石地シーサイド 80 (41、39) 137 中田 靖人 セントラル 87 (43、44)

16 安部 高秀 那須小川 73 (39、34) 白井 陸 関東ジュニア 77 (39、38) 安尾 英修 東京大 80 (40、40) 138 志村 由羅 TEAM KGA ジュニア 88 (44、44)

篠﨑 勇真 関東ジュニア 73 (37、36) 武田 大輔 鎌倉 77 (39、38) 熊谷 宇晴 関東ジュニア 80 (40、40) 高橋 和久 玉造 88 (42、46)

高橋 薫 高坂 73 (37、36) 松本 拓人 玉川 77 (38、39) 常盤 和也 TEAM KGA ジュニア 80 (40、40) 140 佐藤 友哉 フォレスト 89 (45、44)

中野 麟太朗 TEAM KGA ジュニア 73 (37、36) 中島 央樹 関東アマ 77 (38、39) 粟山 尚 鹿沼72 80 (39、41) 棄権 和田 雅英 袖ヶ浦

平本 世中 東名厚木 73 (36、37) 田中 一弘 大利根 77 (38、39) 髙橋 靜司 セゴビア 80 (39、41) 棄権 吉田 文雄 霞ヶ関

長倉 聖弥 鹿沼72 73 (35、38) 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 77 (37、40) 林 秀星 高山 80 (38、42) 欠場 芳崎 陽紀 扶桑

横溝 武蔵 那須小川 73 (34、39) 62 船橋 数晃 岡部チサン 78 (42、36) 103 宮本 英門 中央都留 81 (43、38) 欠場 丹羽 基広 小金井

23 岡部 祐太 那須小川 74 (38、36) 森 幹太 千成 78 (42、36) 岡田 睦広 レーサム 81 (43、38)

阿部 祐希 湯田上 74 (37、37) 島田 康成 都留 78 (41、37) 永野 雄亮 かずさ 81 (42、39)

上原 挑夢 関東ジュニア 74 (37、37) 梅田 泰司 東京国際大 78 (40、38) 内山 晋作 中央道晴ヶ峰 81 (42、39)

田中 健太 日本大 74 (36、38) 田村 敏明 小千谷 78 (40、38) 高橋 昌也 サニー 81 (41、40)

西川 幸一郎 府中 74 (36、38) 生駒 怜児 東京国際大 78 (39、39) 増田 秀仁 クリアビュー 81 (41、40)

28 大西 健太 中央学院大 75 (40、35) 大野 達朗 武蔵 78 (39、39) 石垣 快音 扶桑 81 (39、42)

加治屋 龍之介 秋山 75 (39、36) 長見 一世 東京国際大 78 (39、39) 志塚 俊平 埼玉国際 81 (38、43)

建守 千都 糸魚川 75 (39、36) 伊藤 優太 東京五日市 78 (39、39) 111 小林 浩之 諏訪湖 82 (44、38)

中部 隆 袖ヶ浦 75 (38、37) 柏俣 結生 千成 78 (39、39) 篠崎 響 那須小川 82 (43、39)

増田 康平 水戸 75 (38、37) 清水 拳斗 扶桑 78 (39、39) 藤澤 龍人 豊科 82 (43、39)

鶴田 宙大 立教大 75 (38、37) 菊地 一郎 塩原 78 (39、39) 林 宗史 那須小川 82 (42、40)

高橋 雅也 嵐山 75 (37、38) 杉山 悠司 皐月･佐野 78 (38、40) 出口 友将 東京国際大 82 (42、40)

目黒 学 日本海 75 (37、38) 鴨野 勝 水戸レイクス 78 (38、40) 田中 一輝 JGMベルエア 82 (42、40)

斉藤 隼人 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 渡辺 顕展 高根 78 (38、40) 阿部 政則 初穂 82 (41、41)

東 亜藍 那須小川 75 (36、39) 浅野 博司 浦和 78 (38、40) 岡田 光史 嵐山 82 (40、42)

宮本 清 高坂 75 (36、39) 亀井 隆 唐沢 78 (38、40) 高山 恵輔 石坂 82 (40、42)

小野 竜彦 オリムピック 75 (36、39) 豊田 龍生 矢板 78 (38、40) 岩井 光太 TEAM KGA ジュニア 82 (40、42)

佐藤 快斗 TEAM KGA ジュニア 75 (34、41) 岩井 巧 妙義 78 (38、40) 田中 俊行 鳩山 82 (39、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 寺辻 真生 関東国際 78 (37、41) 佐藤 将吾 城西大 82 (39、43)

5月9日(木)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック大会

嵐山カントリークラブ( 6779Yards   Par 72 )


