
会場：

期日：

エントリー： 114名

出場： 107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 佐久間 怜央 栗橋國際 75 (42、33) 北村 和秋 石地シーサイド 85 (44、41) 浅田 かれら ツインレイクス 92 (47、45)

村岡 侑哉 関東ジュニア 75 (39、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 高橋 怜央 岡部チサン 92 (44、48)

3 小林 浩之 諏訪湖 77 (37、40) 濱津 拓真 山梨学院大 85 (42、43) 土屋 敏明 浦和 92 (44、48)

中野 秀昭 富士笠間 77 (37、40) 大栗 辰弥 那須小川 85 (42、43) 齊藤 賢司 秩父国際 92 (43、49)

5 高梨 涼介 扶桑 78 (40、38) 佐藤 充浩 太平洋・佐野ヒルクレスト 85 (41、44) 86 牛之濱 純俊 藤岡 93 (49、44)

沼田 凌 鹿沼72 78 (40、38) 46 佐藤 将吾 城西大 86 (46、40) 義澤 彰 大相模 93 (47、46)

7 池田 悠太 杉ノ郷 80 (42、38) 篠崎 響 那須小川 86 (46、40) 徳世 忠司 岡部チサン 93 (46、47)

福富 祥倫 栗橋國際 80 (40、40) 吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 86 (45、41) 堀之内 佳武 サンコー72 93 (46、47)

渡邊 利明 石坂 80 (39、41) 菅井 雅之 嵐山 86 (45、41) 堀 正樹 太田双葉 93 (46、47)

松本 優人 玉川 80 (38、42) 杉山 悠司 皐月･佐野 86 (44、42) 岡本 正幸 東松苑 93 (43、50)

11 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (43、38) 今井 大輔 岡部チサン 86 (41、45) 92 石崎 拓海 那須小川 94 (49、45)

寺辻 真生 関東ジュニア 81 (43、38) 52 仙庭 悟 玉川 87 (47、40) 池田 靖 総武 94 (48、46)

高橋 真央 岡部チサン 81 (43、38) 本間 一太 関東ジュニア 87 (47、40) 94 町田 真二 ザ ナショナル・埼玉 95 (49、46)

広田 文雄 長野 81 (40、41) 金澤 雅之 富士笠間 87 (45、42) 山本 昌邦 都賀 95 (49、46)

五十嵐 瑠亜 那須小川 81 (39、42) 上原 一憲 石坂 87 (45、42) 早坂 宏幸 鹿沼 95 (46、49)

16 坂田 真都 大宮国際 82 (44、38) 土田 恭章 藤岡 87 (43、44) 97 田中 義仁 相模湖 97 (51、46)

仲村 高穂美 中山 82 (44、38) 中島 正春 皐月･佐野 87 (43、44) 98 笠井 誠 岡部チサン 98 (49、49)

角田 卓也 グリーンパーク 82 (43、39) 58 梅山 明久 伊香保国際 88 (48、40) 99 佐藤 利光 さいたま 100 (53、47)

小屋 将一朗 TEAM KGA ジュニア 82 (42、40) 廣部 清隆 館山 88 (47、41) 中川 俊哉 美浦 100 (52、48)

鈴木 朝登 川越グリーン 82 (41、41) 藤澤 徹 石坂 88 (44、44) 101 津久井 孝一 太田双葉 101 (49、52)

石崎 景土 水戸レイクス 82 (41、41) 大巾 隼弥 明治大 88 (44、44) 102 高橋 幸成 リバーサイドフェニックス 106 (49、57)

丹羽 雅彦 中央大 82 (41、41) 鄭 多仁 鹿沼72 88 (43、45) 103 金子 博幸 メイフラワー 107 (60、47)

大家 光世 越後 82 (41、41) 中田 丈晴 鷹 88 (42、46) 104 飯塚 健 明治大 108 (56、52)

磯谷 宏行 岡部チサン 82 (40、42) 64 長谷川 剛広 石地シーサイド 89 (47、42) 棄権 久保田 慎 トーヨー

大石 優 慶應義塾大 82 (40、42) 葛西 俊夫 ノーザン錦ヶ原 89 (47、42) 棄権 小泉 薫 石坂

26 藤澤 諒 TEAM KGA ジュニア 83 (44、39) 横島 勝一 大宮国際 89 (42、47) 棄権 福永 義弘 ロイヤルスター

中山 和昭 大洗 83 (43、40) 渡辺 健斗 鹿沼プレミア 89 (41、48) 欠場 新木 衛 千成

長野 京介 サンコー72 83 (42、41) 68 岡 時彦 浦和 90 (47、43) 欠場 桜井 真澄 日高

高橋 夢人 新発田城 83 (42、41) 原田 慶一郎 佐野 90 (46、44) 欠場 松本 博史 栗橋國際

鈴木 史敏 十日町 83 (42、41) 石井 一功 栗橋國際 90 (46、44) 欠場 大久保 慎也 さいたま梨花

大栗 平 那須小川 83 (41、42) 小林 功 岡部チサン 90 (43、47) 欠場 伊澤 喜久男 東千葉

西山 大翔 グリーンパーク 83 (41、42) 72 林田 浩 石坂 91 (49、42) 欠場 高橋 正紀 千葉国際

33 萬代 誠二 久邇 84 (43、41) 相原 康弘 平塚富士見 91 (46、45) 欠場 岩瀬 賢治 オリムピック・レイクつぶらだ

秋山 肇 熊谷 84 (43、41) 目崎 仁 小千谷 91 (46、45)

松本 拓人 玉川 84 (40、44) 菊地 久 烏山城 91 (45、46)

浮ヶ谷 博之 千葉 84 (40、44) 今村 幹隆 グリーンパーク 91 (45、46)

吉田 文雄 東松山 84 (39、45) 佐藤 隆起 ルーデンス 91 (45、46)

38 野村 龍太郎 那須小川 85 (47、38) 持田 哲哉 伊香保GC 91 (43、48)

樋口 匠 コスモクラシック 85 (45、40) 79 高野 政人 高山 92 (49、43)

中島 央樹 櫛形 85 (45、40) 大倉 一浩 太田双葉 92 (49、43)

佐藤 秀明 小千谷 85 (45、40) 守屋 繁治 ザ ナショナル・埼玉 92 (48、44)

4月11日(火)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

石坂ゴルフ倶楽部( 6850Yards   Par 72 )


