
会場：

期日：

エントリー： 165名

出場： 163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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡田 大輔 関東ジュニア 69 (33、36) 青木 竜真 那須小川 76 (37、39) 村山 浩伸 エーデルワイス 79 (40、39) 金井 篤司 岡部チサン 82 (39、43)

2 金子 光規 府中 71 (36、35) 吉田 壮一郎 さいたま 76 (37、39) 林 侃汰朗 櫛形 79 (39、40) 鹿島 裕樹 那須小川 82 (38、44)

永浦 吏杜睦 日本大 71 (35、36) 中野 幹生 東京五日市 76 (36、40) 遠藤 一生 法政大 79 (39、40) 128 三浦 隆治 神奈川 83 (43、40)

高橋 雅也 嵐山 71 (34、37) 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 76 (36、40) 山内 一輝 東京国際大 79 (39、40) 黒滝 公彦 エーデルワイス 83 (42、41)

竹内 巧 東京国際大 71 (33、38) 井田 勇太 長野国際 76 (36、40) 冨永 龍介 嵐山 79 (38、41) 野村 将寛 日本大 83 (42、41)

山口 留以 富士箱根 71 (32、39) 松田 永基 清川 76 (35、41) 眞山 龍太郎 関東ジュニア 79 (38、41) 櫻井 伽伯良 日本大 83 (42、41)

7 保泉 悠太 日本大 72 (36、36) 48 舘浦 圭 千葉 77 (41、36) 阿部 俊幸 秦野 79 (37、42) 佐藤 卓郎 オリムピック 83 (40、43)

栗原 悠宇 TEAM KGA ジュニア 72 (36、36) 神戸 誠 太田双葉 77 (40、37) 川上 猛鳴 東京五日市 79 (37、42) 大野 達朗 武蔵 83 (40、43)

宮下 大周 関東ジュニア 72 (34、38) 久田 謙 武蔵 77 (40、37) 92 田中 晋之介 専修大 80 (41、39) 志塚 俊平 埼玉国際 83 (40、43)

10 芦沢 悠 那須小川 73 (37、36) 太田 秀樹 エーデルワイス 77 (39、38) 石川 雄姿 レーサム 80 (40、40) 135 上迫 友貴 太平洋・御殿場 84 (42、42)

田村 敏明 小千谷 73 (37、36) 中村 正美 小田原･松田 77 (39、38) 有我 栄一郎 鶴舞 80 (39、41) 染島 義明 つくばね 84 (41、43)

前田 高志 朝霧ジャンボリー 73 (37、36) 野崎 寿之 大浅間 77 (39、38) 園田 昂生 大熱海国際 80 (39、41) 花吉 精一 津久井湖 84 (40、44)

木庭 輝 那須小川 73 (36、37) 杉田 龍英 凾南 77 (39、38) 松井 篤 太平洋・御殿場 80 (39、41) 長倉 聖弥 鹿沼72 84 (40、44)

14 加藤 勇希 専修大 74 (39、35) 富松 和彦 初穂 77 (38、39) 新藤 冴 サンコー72 80 (39、41) 139 東 英樹 東松山 85 (45、40)

澤田 信弘 茨城 74 (39、35) 中村 勝郁 伊勢原 77 (38、39) 柴田 博文 ザ・レイクス 80 (38、42) 川田 直人 法政大 85 (44、41)

梶原 正吾 明治大 74 (37、37) 松並 良 秦野 77 (37、40) 田中 孝幸 立科 80 (38、42) 沼田 茂昭 富里 85 (43、42)

山本 雄太 早稲田大 74 (36、38) 成田 朋正 豊岡国際 77 (37、40) 水城 雄貴 穂高 80 (36、44) 長尾 博文 青梅 85 (42、43)

澤瀬 遼馬 日本大 74 (36、38) 高山 恵輔 石坂 77 (37、40) 101 竹原 立望 那須小川 81 (44、37) 辻下 英良 大厚木 85 (41、44)

平本 世中 東名厚木 74 (36、38) 60 塚本 大輝 東京五日市 78 (42、36) 本間 佑 鹿沼72 81 (43、38) 袖山 哲朗 新千葉 85 (40、45)

桐生 慎太郎 柏崎 74 (36、38) 岩崎 寛之 伊豆にらやま 78 (42、36) 白金 満明 鴻巣 81 (43、38) 145 榊田 剛 青梅 86 (42、44)

橋本 竜摩 太田双葉 74 (36、38) 古橋 諒大 関東ジュニア 78 (41、37) 篠崎 直樹 東京湾 81 (42、39) 玉置 敏光 立川国際 86 (42、44)

石原 航輝 日本大 74 (34、40) 戸村 拓郎 那須小川 78 (40、38) 垣守 博 富士チサン 81 (42、39) 上條 五大 長野県ゴルフ協会 86 (40、46)

23 高山 勇悟 矢板 75 (41、34) 木村 元一 児玉 78 (40、38) 田村 将人 ロイヤルスター 81 (41、40) 中澤 奬太 岡部チサン 86 (40、46)

松井 源太 越後 75 (39、36) 宮本 清 高坂 78 (40、38) 小野 竜彦 オリムピック 81 (41、40) 149 堀内 利信 東京五日市 87 (44、43)

呉 英彪 櫛形 75 (39、36) 樋渡 雅俊 小田原･松田 78 (40、38) 宗形 啓吾 那須小川 81 (41、40) 齊藤 俊輔 那須小川 87 (43、44)

佐藤 瑛 専修大 75 (39、36) 芳崎 陽紀 扶桑 78 (39、39) 金森 祐介 富士チサン 81 (41、40) 石川 誠剛 箱根 87 (43、44)

田中 一輝 JGMベルエア 75 (39、36) 渡辺 孝之 富士箱根 78 (39、39) 一宮 京介 東京国際大 81 (40、41) 152 吉田 翔 専修大 88 (50、38)

前田 晃希 栗橋國際 75 (37、38) 岡田 光史 嵐山 78 (39、39) 川口 智宏 埼玉国際 81 (39、42) 山口 賢哉 浜松シーサイド 88 (48、40)

矢野 圭介 日本大 75 (37、38) 小川 詠次郎 那須小川 78 (38、40) 西川 幸一郎 府中 81 (39、42) 小菅 憲太郎 箱根 88 (46、42)

目黒 学 日本海 75 (37、38) 齊藤 瑞己 那須小川 78 (38、40) 福村 祐人 那須小川 81 (39、42) 緑川 貴大 葉山国際 88 (44、44)

井川 智一郎 初穂 75 (36、39) 屋代 亮 大厚木 78 (38、40) 田中 俊行 鳩山 81 (39、42) 長岡 元樹 鳳凰 88 (43、45)

荒井 陸 嵐山 75 (36、39) 小澤 玲央 あづみ野 78 (38、40) 小川 遼太郎 那須小川 81 (37、44) 中 志哉 山梨学院大 88 (40、48)

33 西片 太一 埼玉国際 76 (40、36) 小室 圭 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (38、40) 116 山田 健悟 那須小川 82 (44、38) 158 今村 吉臣 神奈川 89 (43、46)

五十嵐 将矢 柏崎 76 (40、36) 大西 健太 中央学院大 78 (37、41) 鈴木 秀幸 鹿沼 82 (43、39) 金山 直道 姉ヶ崎 89 (43、46)

園部 潤 メイレイクヒルズ 76 (39、37) 小室 順 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (37、41) 斉藤 匠 柏崎 82 (43、39) 松島 圭祐 専修大 89 (42、47)

阿佐 和典 日本大 76 (39、37) 篠崎 嘉音 那須カントリー 78 (37、41) 黒川 大輝 東京五日市 82 (42、40) 山口 大介 中津川 89 (39、50)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 78 岩橋 和輝 ギャツビイ 79 (42、37) 平野 海里 鹿沼72 82 (41、41) 162 元木 努 多摩 90 (45、45)

竹内 大 日本大 76 (39、37) 安間 魁 山梨学院大 79 (41、38) 仲道 利樹 日本大 82 (41、41) 棄権 粉川 直孝 千葉

石塚 祥成 日本大 76 (38、38) 赤羽 宏優 諏訪レイクヒル 79 (40、39) 矢ケ崎 隆夫 サンコー72 82 (40、42) 欠場 古谷 侑大 那須小川

清水 優太 東京五日市 76 (38、38) 船橋 数晃 岡部チサン 79 (40、39) 岡田 大河 那須小川 82 (40、42) 欠場 関澤 誠 嵐山

高橋 薫 高坂 76 (38、38) 上條 覚 オリムピック 79 (40、39) 小柳 拓也 取手国際 82 (39、43)

小山 宏充 長野 76 (38、38) 杉山 大作 大宮国際 79 (40、39) 赤石 怜 東千葉 82 (39、43)

5月12日(金)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会
飯能ゴルフクラブ( 6910Yards   Par 72 )


