
会場：

期日：

エントリー： 105名

出場： 103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 坂場 将希 オリムピック・レイクつぶらだ 70 (38、32) 大久保 勇 フレンドシップ 82 (43、39) 星野 晃一 鶴舞 90 (46、44)

2 百目鬼 光紀 中央学院大 72 (35、37) 磯岡 真吾 静ヒルズ 82 (43、39) 田中 光 JGMやさと石岡 90 (46、44)

浅賀 勇太 東京五日市 72 (35、37) 池田 陽介 武蔵 82 (42、40) 和田 洸夢 水戸レイクス 90 (46、44)

4 曽原 和樹 JGM セベバレステロス 76 (41、35) 中村 正臣 浅見 82 (42、40) 中田 靖人 セントラル 90 (44、46)

市川 輝 水戸レイクス 76 (40、36) 浅田 哲也 平川 82 (41、41) 福井 勇悟 TEAM KGA ジュニア 90 (43、47)

矢吹 龍一 水戸グリーン 76 (39、37) 中田 辰悟 大利根 82 (41、41) 87 萩原 則之 東千葉 91 (48、43)

竹田 綾人 中央学院大 76 (39、37) 飯塚 晃 アスレチックガーデン 82 (40、42) 岡本 守弘 美浦 91 (47、44)

関 翔大 専修大 76 (37、39) 椿 芳之 江戸崎 82 (40、42) 石毛 慎吾 鶴舞 91 (45、46)

増子 敬 白帆 76 (36、40) 49 田中 一弘 大利根 83 (44、39) 山口 信吾 太平洋・御殿場 91 (44、47)

照沼 恭平 大平台 76 (35、41) 浅井 武夫 アスレチックガーデン 83 (44、39) 91 大久保 訓 嵐山 92 (43、49)

11 椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド 77 (40、37) 河田 泰弘 アスレチックガーデン 83 (42、41) 四倉 次郎 キングフィールズ 92 (43、49)

松岡 優太朗 玉造 77 (38、39) 鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 83 (42、41) 93 岸本 崇 ザ ナショナル・千葉 93 (50、43)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (35、42) 和田 和己 千葉 83 (39、44) 94 松本 虎薫 JGM セベバレステロス 94 (46、48)

14 井坂 昌文 東筑波 78 (41、37) 伊東 勝也 鶴舞 83 (39、44) 安部 章 宍戸ヒルズ 94 (45、49)

那須 久治 加茂 78 (41、37) 55 佐々木 和輝 那須小川 84 (43、41) 96 増田 暁 総武 96 (50、46)

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 78 (40、38) 大吉 友輝 水戸レイクス 84 (43、41) 97 寺田 一実 矢板 97 (47、50)

篠田 徳明 浅見 78 (39、39) 下野 修照 鹿沼 84 (42、42) 98 森 勝雄 桂ヶ丘 98 (51、47)

吉本 直樹 関東ジュニア 78 (38、40) 榎本 盛 富士OGM・市原 84 (41、43) 99 清水 登 ザ・レイクス 99 (45、54)

19 柿澤 大輝 中央学院大 79 (43、36) 59 海老原 好央 富士笠間 85 (45、40) 100 早瀬 瑛太 JGM セベバレステロス 102 (51、51)

倉持 翔 水戸レイクス 79 (42、37) 堀口 直哉 水戸レイクス 85 (43、42) 棄権 谷口 英樹 JGM セベバレステロス

鴨野 勝 水戸レイクス 79 (40、39) 山田 幹雄 水戸 85 (40、45) 棄権 岩崎 哲也 鳩山

竹内 貴広 鴻巣 79 (39、40) 美馬 康太郎 JGM セベバレステロス 85 (40、45) 棄権 松島 昭利 きみさらず

相原 諒哉 那須小川 79 (38、41) 63 中島 智明 ザ ナショナル・千葉 86 (45、41) 欠場 渡 明弘 カレドニアン

24 田村 次郎 那須小川 80 (42、38) 坂 学 美浦 86 (44、42) 欠場 小山 雄二 浜野

牧長 一喜 千葉国際 80 (41、39) 淀川 勇 袖ヶ浦 86 (42、44)

亥飼 台 水戸レイクス 80 (41、39) 朝倉 佳範 富士笠間 86 (40、46)

大久保 正博 宇都宮 80 (40、40) 67 額賀 義朗 船橋 87 (45、42)

宮部 澪央 水戸レイクス 80 (39、41) 岡野 智弘 金砂郷 87 (44、43)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 80 (39、41) 森田 佳和 フレンドシップ 87 (44、43)

内山 海聡 JGM セベバレステロス 80 (38、42) 遠矢 祐希 JGM セベバレステロス 87 (41、46)

鈴木 洸大 水戸レイクス 80 (38、42) 71 石井 勉 JGM セベバレステロス 88 (50、38)

中野 正義 富士笠間 80 (38、42) 千葉 俊哉 鳩山 88 (47、41)

33 山田 聖也 JGM セベバレステロス 81 (42、39) 藤波 寿一 太平洋・佐野ヒルクレスト 88 (46、42)

藤井 幸博 江戸崎 81 (40、41) 松田 五成 JGM セベバレステロス 88 (44、44)

後藤 浩 JGM セベバレステロス 81 (40、41) 75 近藤 弘生 宍戸ヒルズ 89 (45、44)

早水 保貴 アスレチックガーデン 81 (40、41) 新井田 勇二 宍戸ヒルズ 89 (44、45)

細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 81 (40、41) 鈴木 明彦 霞ヶ関 89 (44、45)

宮川 将 妙高サンシャイン 81 (38、43) 菅野 智次郎 猿島 89 (40、49)

39 津止 克明 アスレチックガーデン 82 (47、35) 79 広瀬 一哉 高萩 90 (50、40)

- 以 上、 予 選 通 過 － 菊名 浩行 かすみがうらOGM 90 (49、41)

岡田 義和 武蔵 82 (45、37) 大山 竜矢 ゴルフ5・かさまフォレスト 90 (47、43)

4月13日(木)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

アスレチックガーデンゴルフ倶楽部( 6887Yards   Par 72 )


