
会場：

期日：

エントリー： 76名

出場： 73名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小林 大河 TEAM KGA ジュニア 72 (38、34) 関根 東馬 TEAM KGA ジュニア 89 (44、45)

2 小林 拳史郎 習志野 76 (37、39) 青木 良亮 宍戸ヒルズ 89 (43、46)

3 宇野 信宏 中央学院大 77 (38、39) 吉岩 拓実 中央学院大 89 (42、47)

4 金子 憲洋 那須小川 78 (36、42) 44 藤井 啓大 那須小川 90 (45、45)

5 関根 一眞 小田原･松田 79 (40、39) 志水 政則 房総 90 (44、46)

滝澤 泰三 習志野 79 (36、43) 神 佳郎 猿島 90 (44、46)

7 佐藤 慶介 千葉国際 80 (42、38) 河田 桂 那須小川 90 (42、48)

有馬 昌宏 千葉国際 80 (39、41) 遠藤 克人 JGMやさと石岡 90 (41、49)

9 村上 雄太 南総 81 (40、41) 49 菊池 幸人 富士OGM・市原 91 (48、43)

矢口 宣洋 中央学院大 81 (39、42) 白井 航太 水戸レイクス 91 (47、44)

11 荒井 一輝 中央学院大 82 (43、39) 茂貫 太郎 阿見 91 (42、49)

山崎 隼人 中央学院大 82 (39、43) 田中 順一 中山 91 (42、49)

粟山 尚 鹿沼72 82 (39、43) 寺田 憲児 中山 91 (42、49)

14 鈴木 貴之 千葉国際 83 (43、40) 54 久保 弘文 かすみがうらOGM 92 (46、46)

隅内 雅人 水戸レイクス 83 (42、41) 後藤 好孝 房総 92 (43、49)

後藤 肇克 美浦 83 (41、42) 56 石川 秀人 ギャツビイ 93 (44、49)

水主川 大樹 中央学院大 83 (40、43) 57 川村 直樹 神奈川 94 (48、46)

森 光弘 葉山国際 83 (39、44) 川崎 純 太平洋・御殿場 94 (47、47)

19 大川 厚志 玉造 84 (42、42) 伊藤 泰樹 千葉新日本 94 (47、47)

鹿住 勇介 慶應義塾大 84 (40、44) 60 小林 翔音 TEAM KGA ジュニア 95 (46、49)

21 芋高 信良 JGMやさと石岡 85 (42、43) 山本 哲也 平川 95 (46、49)

村尾 優一 那須小川 85 (42、43) 62 田城 亨 富士OGM・市原 96 (48、48)

金沢 剛純 鷹之台 85 (42、43) 横澤 三男 ニッソー 96 (43、53)

柿岡 啓介 習志野 85 (42、43) 64 飯岡 弘臣 つくばね 97 (51、46)

石山 美紀 八幡 85 (40、45) 鈴木 太 総武 97 (46、51)

吉岡 奎南 那須小川 85 (39、46) 66 山田 吉希 JGM セベバレステロス 98 (51、47)

27 大手 浩 富士OGM・市原 86 (45、41) 江崎 典載 妙高 98 (48、50)

28 佐野 充成 館山 87 (45、42) 68 大滝 淳 房総 99 (50、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 69 泉水 忠 ニッソー 100 (52、48)

篠崎 俊治 総武 87 (44、43) 70 藤田 嘉也 総武 104 (51、53)

谷村 朋昭 中山 87 (44、43) 71 國井 隆 日高 109 (56、53)

臼井 誠 我孫子 87 (43、44) 棄権 泉 政瑳 JGM セベバレステロス

北島 雅彦 サンヒルズ 87 (43、44) 棄権 伊藤 佑希 総武

菅野 義稀 ノースショア 87 (42、45) 欠場 毛利 基文 京

34 倉片 優 武蔵 88 (46、42) 欠場 栗原 聖男 メイフラワー

金田 卓己 ニッソー 88 (40、48) 欠場 島田 竜泰 富士OGM・市原

36 栗崎 勝司 キャスコ花葉 89 (47、42)

川口 泰正 レイクウッド総成 89 (46、43)

飯岡 勝利 ロイヤルスター 89 (45、44)

吉野 元紹 中央学院大 89 (44、45)

原 宏彰 慶應義塾大 89 (44、45)

4月4日(火)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

習志野カントリークラブ キングコース( 6951Yards   Par 72 )


