
会場：

期日：

エントリー： 107名

出場： 100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

1 清水 大成 日本大 69 (34、35) 41 篠崎 嘉音 那須カントリー 79 (42、37) 田中 良博 寄居 83 (38、45)

2 高橋 真央 岡部チサン 72 (37、35) 吉田 翔 専修大 79 (40、39) 83 市毛 孝男 カレドニアン 84 (40、44)

木本 航輔 早稲田大 72 (37、35) 下野 修照 鹿沼 79 (40、39) 永井 英輔 東京国際 84 (39、45)

原田 大雅 秦野 72 (37、35) 松並 良 秦野 79 (40、39) 85 平子 尚丈 大相模 85 (44、41)

千北 嘉太 太平洋・御殿場 72 (36、36) 小川 詠次郎 那須小川 79 (39、40) 細矢 雅光 米原 85 (44、41)

塚本 岳 鹿沼72 72 (34、38) 内田 典明 カレドニアン 79 (38、41) 倉片 優 武蔵 85 (42、43)

7 野呂 涼 長太郎 73 (36、37) 及川 克彦 富士小山 79 (38、41) 長島 英樹 富士平原 85 (41、44)

押田 凌大郎 早稲田大 73 (36、37) 風間 智行 小田原･松田 79 (38、41) 牧瀬 直行 さいたま 85 (39、46)

9 山口 留以 富士箱根 74 (39、35) 49 白金 満明 鴻巣 80 (41、39) 90 久田 謙 武蔵 86 (41、45)

出水田 裕輝 富士 74 (38、36) 金子 富夫 東京国際 80 (41、39) 川底 慎一郎 太平洋・御殿場 86 (40、46)

横山 隆乃助 那須小川 74 (36、38) 戸﨑 拓海 関東ジュニア 80 (40、40) 92 赤津 裕次郎 箱根 87 (46、41)

12 関 駿斗 葉山国際 75 (38、37) 怒谷 直志 鎌倉 80 (40、40) 飯塚 裕一 藤岡 87 (42、45)

岡部 雄斗 群馬県ゴルフ連盟 75 (38、37) 中村 勝郁 伊勢原 80 (40、40) 94 杉山 倫久 平塚富士見 88 (46、42)

武藏 圭太 平塚富士見 75 (38、37) 樋渡 雅俊 小田原･松田 80 (39、41) 片岡 謙 那須小川 88 (44、44)

伊藤 颯汰 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 中跡 朝臣 富士宮 80 (39、41) 新毛 達朗 慶應義塾大 88 (40、48)

衣笠 洋司 八王子 75 (37、38) 村山 浩伸 武蔵 80 (39、41) 97 松尾 勝人 鎌ヶ谷 89 (44、45)

齊藤 耕太 専修大 75 (36、39) 57 加藤 光一 越生 81 (44、37) 大島 輝 JGM セベバレステロス 89 (43、46)

18 金子 憲洋 那須小川 76 (40、36) 森久保 剛 津久井湖 81 (42、39) 99 山口 賢哉 浜松シーサイド 90 (45、45)

金森 祐介 富士チサン 76 (40、36) 平尾 喜彦 富士ロイヤル 81 (42、39) 100 高木 歩 ブリック＆ウッド 95 (46、49)

大澤 優 小田原･日動御殿場 76 (39、37) 土田 恭章 藤岡 81 (41、40) 欠場 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー

松田 永浩 清川 76 (39、37) 大鷲 富雄 大秦野 81 (41、40) 欠場 勝又 英文 朝霧ジャンボリー

五十嵐 瑠亜 那須小川 76 (38、38) 石川 誠剛 箱根 81 (40、41) 欠場 高山 勇悟 矢板

吉田 壮一郎 さいたま 76 (38、38) 塩澤 錠司 リバー富士 81 (39、42) 欠場 千葉 竜聖 関東国際

川﨑 智洋 関東ジュニア 76 (37、39) 64 名取 輝高 諏訪湖 82 (43、39) 欠場 桐生 慎太郎 柏崎

茅野 弘喜 諏訪湖 76 (37、39) 中島 爽 関東ジュニア 82 (42、40) 欠場 山田 直紀 小田原･松田

工藤 黎 那須小川 76 (36、40) 猪股 英昭 平塚富士見 82 (41、41) 欠場 勝又 正浩 東京

27 野本 未世夢 東名厚木 77 (41、36) 宮田 玲 あさひヶ丘 82 (41、41)

近藤 直杜 扶桑 77 (39、38) 垣守 博 富士チサン 82 (41、41)

濱宮 勇樹 富士箱根 77 (39、38) 鈴木 昌弥 津久井湖 82 (40、42)

渡辺 竜真 那須小川 77 (39、38) 花山 大輔 ギャツビイ 82 (40、42)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 猿山 隆二 八王子 82 (40、42)

松坂 綾太 京 77 (38、39) 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (40、42)

三浦 隆治 神奈川 77 (38、39) 深尾 健太 那須小川 82 (39、43)

成田 朋正 豊岡国際 77 (37、40) 74 杉山 健太 明治大 83 (44、39)

野口 裕太 日本体育大 77 (36、41) 斎藤 大輝 石地シーサイド 83 (43、40)

35 奥山 大地 関東ジュニア 78 (42、36) 平山 康則 立川国際 83 (41、42)

小野寺 智夫 府中 78 (41、37) 石橋 良一也 秦野 83 (41、42)

光山 富夫 横浜 78 (40、38) 谷繁 元信 府中 83 (41、42)

坂上 晴由 米原 78 (37、41) 清野 誠 伊勢原 83 (41、42)

屋代 亮 大厚木 78 (36、42) 安藤 弘 富士宮 83 (41、42)

大久保 海 TEAM KGA ジュニア 78 (35、43) 金井 俊輔 相模湖 83 (41、42)

5月7日(火)

2019年関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース( 6741Yards   Par 72 )


