
会場：

期日：

エントリー： 123名

出場： 119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 羽藤 勇司 スカイウェイ 68 (34、34) 41 早乙女 剛史 皐月･佐野 78 (43、35) 根本 幸範 水戸 81 (44、37) 欠場 木村 仁 玉造

2 平川 陸斗 櫛形 70 (36、34) 朝日向 翼 ニッソー 78 (41、37) 中野 多聞 大厚木 81 (42、39)

3 大野 倖 長太郎 71 (37、34) 庄司 将也 扶桑 78 (41、37) 光山 富夫 横浜 81 (39、42)

村上 拓海 那須小川 71 (34、37) 原田 晃 袖ヶ浦 78 (40、38) 85 満留 一瑳 美浦 82 (45、37)

5 義澤 秀雄 東名厚木 72 (38、34) 渡辺 顕展 高根 78 (40、38) 井上 和馬 房総 82 (43、39)

坂輪 成章 平川 72 (37、35) 猿山 隆二 八王子 78 (40、38) 加藤 靖司 鎌ヶ谷 82 (43、39)

谷 優太郎 法政大 72 (37、35) 渡部 美和 鹿野山 78 (39、39) 門田 実 新千葉 82 (42、40)

鈴木 晃祐 関東ジュニア 72 (36、36) 風間 智行 小田原･松田 78 (39、39) 下庄 桂司 成田GC 82 (42、40)

奥田 創志 専修大 72 (36、36) 八木 伸二 東千葉 78 (39、39) 浅野 正幸 東千葉 82 (42、40)

照沼 純平 大平台 72 (36、36) 山口 祐介 鎌ヶ谷 78 (38、40) 本 大志 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41)

11 武田 正輝 オーク・ヒルズ 73 (37、36) 森 幹太 千成 78 (37、41) 山縣 政和 久邇 82 (41、41)

増田 康平 中央学院大 73 (36、37) 飛鳥井 正仁 東名厚木 78 (35、43) 籠手田 安朗 大厚木 82 (41、41)

堀越 勘太 関東ジュニア 73 (35、38) 53 片山 貴由 ロイヤルスター 79 (43、36) 細谷 朋生 関東アマ 82 (40、42)

14 高倍 淳一 東京五日市 74 (40、34) 田中 将吾 水戸 79 (42、37) 戸松 仁 柏崎 82 (40、42)

横溝 武蔵 関東ジュニア 74 (39、35) 八木沢 駿介 矢板 79 (41、38) 馬渡 清也 専修大 82 (40、42)

松村 本盛 きみさらず 74 (38、36) 若杉 育海 櫛形 79 (41、38) 佐野 知大 武蔵 82 (39、43)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 74 (37、37) 松下 宗嗣 カレドニアン 79 (41、38) 福島 太一朗 成田ハイツリー 82 (38、44)

高野 碧輝 東北福祉大 74 (37、37) 衣笠 洋司 八王子 79 (40、39) 99 本庄 政哉 鶴舞 83 (45、38)

丁 志優 那須小川 74 (36、38) 松下 定弘 カレドニアン 79 (40、39) 山下 博由 小田原･日動御殿場 83 (43、40)

20 伊藤 良輔 土浦 75 (39、36) 久保谷 公貴 パ協 79 (40、39) 梅澤 武彦 相模原 83 (43、40)

長崎 拓実 中央大 75 (39、36) 信岡 史将 成田GC 79 (40、39) 布川 義久 袖ヶ浦 83 (42、41)

水上 晃一 袖ヶ浦 75 (37、38) 川西 旦浄 山梨学院大 79 (40、39) 103 青木 慶太 習志野 84 (45、39)

石毛 一輝 新千葉 75 (36、39) 塩田 一史 白鳳 79 (39、40) 真辺 則光 総武 84 (44、40)

24 河内 喜文 水戸 76 (40、36) 大沼 竜也 中央学院大 79 (39、40) 尾崎 博之 総武 84 (44、40)

鎌田 宗一郎 法政大 76 (40、36) 勝田 兵吉 成田GC 79 (39、40) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 84 (43、41)

磯井 怜 長太郎 76 (40、36) 小川 貴央 新千葉 79 (39、40) 村田 達勇 成田ヒルズ 84 (43、41)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 原田 安浩 ノースショア 79 (39、40) 玉造 政洋 セントラル 84 (41、43)

杉山 稔 総武 76 (40、36) 水戸 颯 フォレスト 79 (39、40) 109 廣田 剛士 葉山国際 85 (46、39)

田邉 練 中央学院大 76 (40、36) 田村 一美 千葉夷隅 79 (38、41) 龍 健斗 船橋 85 (44、41)

林 光一 きみさらず 76 (39、37) 70 吉田 大樹 麻倉 80 (44、36) 福田 亮太 東千葉 85 (42、43)

大澤 優 小田原･日動御殿場 76 (39、37) 田中 雄三 相模原 80 (43、37) 半田 紘夢 櫛形 85 (39、46)

川畑 京太郎 水戸レイクス 76 (36、40) 中澤 紀和 那須小川 80 (42、38) 113 奥山 晃男 東京湾 86 (46、40)

32 武田 直人 法政大 77 (40、37) 大塚 大樹 東北福祉大 80 (42、38) 河田 敏秀 大利根 86 (45、41)

富岡 拓夢 専修大 77 (40、37) 佐藤 雄紀 マグレガー 80 (42、38) 千葉 涼晴 水戸レイクス 86 (44、42)

松村 滋基 きみさらず 77 (40、37) 満留 正彰 美浦 80 (42、38) 小松 昭人 東名厚木 86 (40、46)

押田 凌大郎 那須小川 77 (39、38) 小寺 聡司 習志野 80 (41、39) 小島 茂 相模原 86 (39、47)

Tulathimutte Kan 石岡 77 (39、38) 飯塚 裕一 藤岡 80 (41、39) 118 河原 健吾 ザ ナショナル・千葉 87 (43、44)

中村 敦史 富士小山 77 (38、39) 鎗田 修平 津久井湖 80 (41、39) 119 関 英将 草津 88 (46、42)

松丸 佳孝 成田東 77 (38、39) 河野 淳一 袖ヶ浦 80 (40、40) 欠場 鈴木 正一郎 龍ヶ崎

須藤 啓太 中央学院大 77 (37、40) 野代 雅樹 千葉国際 80 (40、40) 欠場 宮内 孝輔 東北福祉大

中原 正人 大相模 77 (37、40) 81 吉澤 一瑠 那須小川 81 (45、36) 欠場 落合 盛公 太平洋・御殿場

5月8日(月)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

成田ゴルフ倶楽部( 7087Yards   Par 72 )


