
会場：

期日：

エントリー： 72名

出場： 67名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 半田 匠佳 杉ノ郷 71 (37、34) 笹原 雅樹 栃木ヶ丘 87 (44、43)

2 工藤 黎 那須小川 76 (39、37) 今野 宗雄 皐月･鹿沼 87 (42、45)

3 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 77 (38、39) 奥野 高志 都賀 87 (42、45)

4 内田 直輝 伊勢原 78 (40、38) 吉澤 一瑠 那須小川 87 (42、45)

前田 光史朗 芳賀 78 (39、39) 45 渡辺 克彦 芳賀 88 (44、44)

6 鎌田 宗一郎 法政大 79 (41、38) 内田 航貴 伊勢原 88 (44、44)

後藤 貴浩 サンレイク 79 (41、38) 47 小川 悟 ゴールド佐野 89 (47、42)

山本 雄太 早稲田大 79 (39、40) 野村 宏明 つくばね 89 (43、46)

山岸 宥喜 JGM高崎ベルエア 79 (38、41) 49 倉持 昭 つくばね 90 (50、40)

前田 晃希 栗橋國際 79 (37、42) 酒寄 浩 つくばね 90 (47、43)

長沢 昌彦 サンヒルズ 79 (37、42) 大谷 勝彦 宇都宮 90 (46、44)

12 大栗 辰弥 那須小川 80 (41、39) 武井 仁 ゴールド佐野 90 (46、44)

細島 保秀 鹿沼72 80 (40、40) 藤波 寿一 太平洋・佐野ヒルクレスト 90 (46、44)

矢田部 和人 宇都宮 80 (40、40) 市村 恵一 宇都宮 90 (44、46)

鈴木 貴士 大日向 80 (37、43) 風間 啓 宇都宮 90 (43、47)

16 金子 隆 ゴールド佐野 81 (41、40) 大山 竜矢 ゴルフ5・かさまフォレスト 90 (42、48)

池田 悠太 杉ノ郷 81 (41、40) 田村 真利 鶴 90 (42、48)

18 齋藤 幹夫 宇都宮 82 (41、41) 58 中野 秀樹 宍戸ヒルズ 91 (46、45)

磯 佑太 塩原 82 (41、41) 皆藤 慎太郎 鹿島の杜 91 (45、46)

一ノ瀬 秀都 矢板 82 (39、43) 鈴木 秀幸 鹿沼 91 (45、46)

大城 幹太 鹿沼72 82 (38、44) 61 田中 淳 鹿沼 93 (47、46)

22 君島 勇人 那須小川 83 (43、40) 田中 友也 ノーザン赤城 93 (45、48)

佐藤 秀明 小千谷 83 (42、41) 63 海原 良介 鳳凰 94 (46、48)

相原 諒哉 那須小川 83 (40、43) 64 石川 巧 鹿沼72 96 (48、48)

中島 智明 ザ ナショナル・千葉 83 (40、43) 65 広瀬 一哉 高萩 97 (47、50)

26 赤石 怜 東千葉 84 (45、39) 失格 大城 優一郎 鹿沼72

- 以 上、 予 選 通 過 － 棄権 酒井 上 つくばね

横田 忠雄 鹿沼 84 (43、41) 欠場 渡辺 欣一郎 宇都宮

吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 84 (43、41) 欠場 奥野 茂樹 クリスタル

吉田 眞二 鹿沼72 84 (42、42) 欠場 相馬 義孝 塩原

30 菊地 謙二 鹿沼 85 (45、40) 欠場 山内 一晃 サンヒルズ

黒崎 宗 宇都宮 85 (43、42) 欠場 入江 健太郎 セントラル

高野 健 つくばね 85 (43、42)

宮澤 拓夢 長野国際 85 (42、43)

大久保 正博 宇都宮 85 (42、43)

天川 主税 サンヒルズ 85 (41、44)

山田 俊明 鹿沼 85 (40、45)

37 田村 次郎 那須小川 86 (45、41)

小田部 貴一 鹿沼プレミア 86 (42、44)

林 和彦 鶴 86 (42、44)

40 生形 幸政 栃木ヶ丘 87 (47、40)

4月15日(金)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

宇都宮カンツリークラブ 北・中コース( 6597Yards   Par 72 )


