
会場：

期日：

エントリー： 87名

出場： 80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

1 伊東 勝也 鶴舞 78 (38、40) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 86 (43、43) 欠場 野田 耕一 メイプルポイント

三澤 達也 新千葉 78 (35、43) 松尾 繁 平川 86 (43、43) 欠場 大石 哲 成田ハイツリー

3 松丸 佳孝 成田東 79 (40、39) 木下 輝洋 皐月･佐野 86 (43、43) 欠場 岩澤 欣裕 大洗

西村 雅貴 長太郎 79 (38、41) 藤井 翔大 那須小川 86 (41、45) 欠場 峯澤 克之 メイプルポイント

5 布川 義久 袖ヶ浦 80 (41、39) 山ノ上 利充 秦野 86 (41、45) 欠場 村松 薫 カレドニアン

6 藤田 政嗣 ロイヤルスター 81 (43、38) 46 滝澤 泰三 習志野 87 (45、42) 欠場 高橋 信一 平川

水上 晃一 袖ヶ浦 81 (42、39) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 87 (43、44)

小林 大河 TEAM KGA ジュニア 81 (41、40) 藤井 優駿 ロイヤルスター 87 (42、45)

佐藤 慶介 千葉国際 81 (41、40) 49 鈴木 功一 鷹之台 88 (45、43)

片山 貴由 ロイヤルスター 81 (39、42) 高野 吉弘 成田ヒルズ 88 (44、44)

赤堀 良 日本体育大 81 (38、43) 徳山 隆 総武 88 (43、45)

12 和田 敏郎 成田ヒルズ 82 (44、38) 52 平本 文明 相模原 89 (46、43)

小日出 稜平 日本体育大 82 (41、41) 大橋 祐樹 メイプルポイント 89 (45、44)

14 植草 豊治 鎌ヶ谷 83 (43、40) 石毛 一輝 新千葉 89 (43、46)

西川 勇太 東京五日市 83 (43、40) 大竹 優幸 那須小川 89 (43、46)

村田 達勇 成田ヒルズ 83 (43、40) 菅沼 哲二 平川 89 (43、46)

丸山 雄也 日本体育大 83 (42、41) 日暮 浩之 藤ヶ谷 89 (40、49)

岡田 義和 武蔵 83 (42、41) 58 三堀 秀樹 芦の湖 90 (46、44)

藤井 幸博 江戸崎 83 (42、41) 水上 佳昭 鶴舞 90 (44、46)

相馬 智人 スカイウェイ 83 (40、43) 野妻 秋美 鹿沼 90 (44、46)

吉川 練 明治大 83 (40、43) 大場 歓 埼玉国際 90 (43、47)

橋本 訓志 葉山国際 83 (40、43) 62 奥村 祥国 真名 91 (49、42)

23 田村 巌 富士小山 84 (46、38) 岡村 善裕 平川 91 (48、43)

三橋 好文 成田ヒルズ 84 (44、40) 鈴木 教大 房州 91 (46、45)

守屋 玄 平川 84 (44、40) 野田 健二朗 葉山国際 91 (44、47)

高梨 涼介 扶桑 84 (42、42) 66 横澤 三男 ニッソー 92 (49、43)

首代 明秀 南総 84 (42、42) 北澤 浩二 新千葉 92 (47、45)

河原 健吾 ザ ナショナル・千葉 84 (40、44) 佐藤 喜三夫 平川 92 (46、46)

伊藤 良輔 土浦 84 (39、45) 69 宮地 義明 メイプルポイント 95 (49、46)

30 鮎澤 一輝 長野県ゴルフ協会 85 (46、39) 山本 哲也 平川 95 (49、46)

野代 雅樹 千葉国際 85 (44、41) 長島 洋介 真名 95 (46、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 72 森 甚 袖ヶ浦 96 (49、47)

柿岡 啓介 習志野 85 (44、41) 73 川合 一郎 東京湾 97 (45、52)

松本 虎薫 ワンウェイ 85 (42、43) 74 岸本 崇 ザ ナショナル・千葉 100 (51、49)

尾崎 博之 総武 85 (40、45) 75 呂 正仁 横浜 102 (53、49)

福井 良太 明治大 85 (40、45) 76 富田 政嗣 本千葉 103 (49、54)

36 倉島 保一 真名 86 (45、41) 77 田尻 利徳 さいたま梨花 117 (58、59)

永田 熙雄 太平洋・御殿場 86 (44、42) 棄権 瀬尾 徹 南総

西山 達也 江戸崎 86 (44、42) 棄権 長谷川 太郎 平川

山田 幹雄 水戸 86 (44、42) 棄権 寺尾 聖一郎 真名

彦坂 裕一 成田ハイツリー 86 (43、43) 欠場 市原 敏隆 メイプルポイント

4月4日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

平川カントリークラブ ( 7075Yards   Par 72 )


