
会場：

期日：

エントリー： 74名

出場： 69名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 武田 直人 法政大 74 (35、39) 41 半田 紘夢 櫛形 90 (46、44)

2 満留 一瑳 美浦 75 (36、39) 桑原 幸靖 佐原 90 (42、48)

3 大塚 大樹 東北福祉大 76 (41、35) 43 小林 龍生 佐原 91 (50、41)

落合 盛公 太平洋・御殿場 76 (36、40) 采東 勲興 宇都宮 91 (47、44)

高野 碧輝 東北福祉大 76 (35、41) 後藤 好孝 房総 91 (44、47)

6 平本 尚吾 アバイディング 78 (39、39) 46 中村 政史 房総 92 (48、44)

吉本 直樹 ロックヒル 78 (37、41) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 92 (47、45)

8 圓田 龍之介 法政大 79 (43、36) 布施 正明 成田東 92 (47、45)

斉藤 旬 南富士 79 (41、38) 堀切 宗弘 新千葉 92 (45、47)

10 若杉 卓海 駒澤大 80 (40、40) 高橋 正紀 千葉国際 92 (43、49)

竹添 大晃 ブリック＆ウッド 80 (38、42) 51 島路 清惠 横浜 93 (48、45)

12 原田 晃 袖ヶ浦 81 (43、38) 52 河原 弘和 南富士 94 (48、46)

林 光一 きみさらず 81 (41、40) 53 清水 賢治 東名 95 (45、50)

14 藤井 悟道 ロイヤルスター 82 (44、38) 54 本山 雄一郎 カレドニアン 96 (52、44)

田村 一美 千葉夷隅 82 (43、39) 55 細谷 和敏 かすみがうらOGM 97 (51、46)

細谷 朋生 TEAM KGA ジュニア 82 (42、40) 久保田 慎 トーヨー 97 (49、48)

杉山 稔 総武 82 (39、43) 志水 政則 房総 97 (49、48)

宮内 孝輔 東北福祉大 82 (39、43) 58 川崎 竜児 太平洋・御殿場 99 (51、48)

19 黒﨑 蓮 関東ジュニア 83 (42、41) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 99 (50、49)

満留 正彰 美浦 83 (41、42) 久保木 亨 セントラル 99 (45、54)

中村 英明 千葉国際 83 (40、43) 61 角間 祐介 東京湾 100 (49、51)

鈴木 秀俊 鹿野山 83 (40、43) 岩崎 哲也 鳩山 100 (49、51)

23 奥田 堅太郎 中山 84 (42、42) 63 落合 太郎 大宮国際 101 (51、50)

河田 桂 那須小川 84 (41、43) 64 四宮 安彦 千葉夷隅 102 (54、48)

25 若杉 育海 駒澤大 85 (43、42) 65 山川 博功 上野原 103 (52、51)

平川 陸斗 櫛形 85 (43、42) 大塚 洋二 京葉 103 (49、54)

宇田川 鉄也 房総 85 (39、46) 67 大滝 淳 房総 111 (55、56)

- 以 上、 予 選 通 過 － 失格 川渕 秀徳 房総

28 小倉 雄治郎 総武 86 (43、43) 棄権 福山 茂 グレンオークス

八木沢 駿介 矢板 86 (42、44) 欠場 久我 拓也 東北福祉大

綛田 隆介 東海大 86 (39、47) 欠場 大原 健陽 東北福祉大

31 小松 拓夢 房総 87 (44、43) 欠場 大山 和則 宍戸ヒルズ

松原 伸夫 オーク・ヒルズ 87 (43、44) 欠場 吉本 裕貴 東北福祉大

33 大久保 太朗 カレドニアン 88 (46、42) 欠場 伊藤 泰樹 千葉新日本

齋藤 義昭 千葉新日本 88 (45、43)

小川 貴央 新千葉 88 (44、44)

大塚 一徳 花生 88 (44、44)

中田 靖人 セントラル 88 (43、45)

38 平野 正行 上総富士 89 (46、43)

廣田 剛士 葉山国際 89 (43、46)

大久保 光彦 東松山 89 (42、47)

4月15日(金)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第11会場予選競技

房総カントリークラブ房総ゴルフ場 東コース( 6957Yards   Par 72 )


