
会場：

期日：

エントリー： 71名

出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 近藤 大将 JGM セベバレステロス 73 (38、35) 富永 龍輝 水戸レイクス 84 (42、42)

2 井坂 昌文 東筑波 74 (36、38) 矢口 敦士 水戸グリーン 84 (42、42)

3 河内 喜文 水戸 75 (38、37) 鈴木 富康 寄居 84 (40、44)

毛利 基文 京 75 (37、38) 倉持 翔 水戸レイクス 84 (40、44)

5 近藤 惇朗 龍ヶ崎 76 (39、37) 45 宮下 恵 万木城 85 (43、42)

永野 雄亮 かずさ 76 (37、39) 榎本 盛 富士OGM・市原 85 (43、42)

7 冨永 龍介 東京五日市 77 (39、38) 47 田中 雄三 相模原 86 (45、41)

岡野 智弘 金砂郷 77 (38、39) 小松崎 卓 マナ 86 (44、42)

谷口 英樹 JGM セベバレステロス 77 (36、41) 神立 孝一 つくばね 86 (42、44)

10 金澤 徹 扶桑 78 (37、41) 山田 和英 富士OGM・出島 86 (41、45)

伊藤 耕治 扶桑 78 (37、41) 51 飯岡 弘臣 つくばね 88 (47、41)

12 目黒 学 日本海 79 (42、37) 小倉 龍 セントラル 88 (45、43)

中野 正義 富士笠間 79 (41、38) 大久保 正義 玉造 88 (41、47)

市川 輝 水戸レイクス 79 (40、39) 箕山 理 成田GC 88 (40、48)

飯島 勝徳 つくばね 79 (39、40) 55 門田 実 新千葉 89 (47、42)

増子 敬 白帆 79 (38、41) 秋山 圭一郎 富士笠間 89 (43、46)

流 英一 加茂 79 (37、42) 57 尾上 良明 鎌ヶ谷 91 (46、45)

18 山田 武史 JGM セベバレステロス 80 (42、38) 58 瀬谷 真大 かすみがうらOGM 93 (48、45)

角田 孝幸 セントラル 80 (37、43) 恒松 和仁 富士OGM・出島 93 (44、49)

20 今井 正岳 霞台 81 (42、39) 堀越 勘太 水戸レイクス 93 (42、51)

成井 雄太 玉造 81 (42、39) 61 山波 諭 ゴールデンレイクス 95 (50、45)

谷 優太郎 法政大 81 (41、40) 江原 均 富士OGM・出島 95 (44、51)

小松崎 博 東筑波 81 (41、40) 63 向山 克彦 猿島 96 (50、46)

齋藤 誠 富士笠間 81 (40、41) 64 弘光 利之 富士笠間 99 (48、51)

篠崎 州央 千葉国際 81 (39、42) 65 北島 幹久 ブリック＆ウッド 102 (54、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 棄権 菊名 浩行 かすみがうらOGM

新木 衛 千成 81 (39、42) 棄権 古渡 修 ワンウェイ

酒井 昌伸 彩の森 81 (39、42) 棄権 近藤 健一 木更津

佐藤 卓郎 オリムピック 81 (38、43) 欠場 堀井 浩人 立川国際

29 田辺 隆一 マグレガー 82 (43、39) 欠場 鴨野 勝 水戸レイクス

山田 聖也 JGM セベバレステロス 82 (42、40) 欠場 加藤 靖司 鎌ヶ谷

関口 正浩 つくばね 82 (41、41)

小林 隆寿 東千葉 82 (40、42)

染島 義明 つくばね 82 (38、44)

34 小坂 圭司 JGM・やさと石岡 83 (43、40)

吉成 真人 日立 83 (43、40)

大吉 友輝 水戸レイクス 83 (42、41)

下野 修照 鹿沼 83 (42、41)

亥飼 台 水戸レイクス 83 (42、41)

上村 努 東筑波 83 (39、44)

40 田邊 練 東我孫子 84 (42、42)

4月11日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技

富士OGMゴルフクラブ出島コース ( 7028Yards   Par 72 )


