
会場：

期日：
エントリー： 182名

出場： 180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 阿久津 未来也 日本大 67 (36、31) 齋藤 太稀 胎内高原 76 (36、40) 當真 航星 日本大 80 (42、38) 石毛 誠 那須小川 83 (41、42)

2 丁 志優 パ協 69 (33、36) 47 木元 幸多郎 万木城 77 (40、37) 市原 澄彦 イーグルポイント 80 (41、39) 塚本 大輝 東京五日市 83 (41、42)

3 毛利 一成 扶桑 70 (37、33) 持田 泰誠 水戸レイクス 77 (40、37) 石川 誠剛 箱根 80 (41、39) 上村 悠 東筑波 83 (41、42)

恩田 拓哉 東京五日市 70 (35、35) 鈴木 晃祐 扶桑 77 (40、37) 柚木 将吾 鹿沼72 80 (41、39) 笠原 悠揮 城西大 83 (41、42)

鈴木 敬太 TEAM KGA ジュニア 70 (34、36) 松村 本盛 セゴビア 77 (39、38) 志村 幹夫 大洗 80 (41、39) 岡村 一八 長太郎 83 (40、43)

山田 大晟 東名厚木 70 (33、37) 松村 滋基 きみさらず 77 (39、38) 鈴木 朝登 川越グリーン 80 (40、40) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 83 (40、43)

7 小野 耕平 ニッソー 71 (37、34) 浅野 正幸 東千葉 77 (39、38) 若林 徹 鹿沼プレミア 80 (40、40) 相馬 聡夫 茨城 83 (40、43)

金原 丈也 JGM セベバレステロス 71 (36、35) 庄司 将也 扶桑 77 (39、38) 井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 80 (40、40) 145 山本 充 鶴舞 84 (44、40)

上迫 友貴 太平洋・御殿場 71 (36、35) 西川 幸一郎 府中 77 (39、38) 金森 圭史朗 日高 80 (40、40) 石井 稔晃 日高 84 (41、43)

小泉 正樹 新千葉 71 (36、35) 栗本 和博 JGM セベバレステロス 77 (38、39) 赤坂 晋介 日高 80 (39、41) 147 前田 正雄 岡部チサン 85 (44、41)

村上 拓海 那須小川 71 (35、36) 関 翔大 専修大 77 (38、39) 朝日向 翼 ニッソー 80 (39、41) 日高 浩 オリムピック・レイクつぶらだ 85 (44、41)

金田 直之 ニッソー 71 (34、37) 森 光弘 葉山国際 77 (38、39) 市原 和実 総武 80 (39、41) 東 剛克 城西大 85 (43、42)

13 金子 光規 府中 73 (37、36) 沼田 凌 鹿沼72 77 (37、40) 岩堀 眞規 カレドニアン 80 (38、42) 大関 幹 石地シーサイド 85 (42、43)

長谷川 和市 早稲田大 73 (37、36) 59 清水 優太 東京五日市 78 (41、37) 桐生 慎太郎 柏崎 80 (38、42) 下庄 桂司 成田GC 85 (41、44)

百目鬼 光紀 鹿沼72 73 (36、37) 信岡 史将 成田GC 78 (41、37) 川西 旦浄 山梨学院大 80 (37、43) 佐久間 怜央 クリスタル 85 (41、44)

関 将太 高萩 73 (36、37) 三上 賢太郎 葉山国際 78 (41、37) 107 神 佳郎 猿島 81 (44、37) 広見 誠 南総 85 (41、44)

17 渡辺 真悟 水戸レイクス 74 (38、36) 椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド 78 (40、38) 渡邉 信之 鹿島の杜 81 (43、38) 武藤 永男 相模原 85 (41、44)

山城 康博 館山 74 (38、36) 良川 卓也 塩原 78 (40、38) 鈴木 秀恒 カレドニアン 81 (43、38) 155 浮ケ谷 信夫 総武 86 (45、41)

豊田 龍生 矢板 74 (37、37) 江口 勇也 長太郎 78 (40、38) 冨田 茂 富士笠間 81 (42、39) 田村 高広 南総 86 (44、42)

鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 74 (37、37) 磯山 喜一 茨城 78 (39、39) 篠田 徳明 浅見 81 (42、39) 星野 友成 嵐山 86 (43、43)

植木 祥多 クリアビュー 74 (37、37) 中根 健太 京葉 78 (39、39) 吉田 壮一郎 さいたま 81 (41、40) 岩沢 一輝 神奈川 86 (43、43)

夏堀 裕大 パ協 74 (36、38) 和田 考行 相模野 78 (39、39) 松本 武夫 成田GC 81 (41、40) 岡部 成哲 東京 86 (43、43)

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 74 (35、39) 石井 一久 麻倉 78 (38、40) 堤 健太朗 川越グリーン 81 (41、40) 谷内 三千夫 カレドニアン 86 (42、44)

24 荒井 眞一 筑波 75 (40、35) 高橋 和博 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 山口 祐介 鎌ヶ谷 81 (40、41) 161 齋藤 正作 麻倉 87 (45、42)

多戸 仁一 東京五日市 75 (39、36) 坂巻 稜也 かずさ 78 (38、40) 小澤 玲央 あづみ野 81 (40、41) 野村 龍太郎 那須小川 87 (45、42)

本木 敦登 那須小川 75 (39、36) 衣笠 洋司 カレドニアン 78 (37、41) 町田 貴敏 皆川城 81 (40、41) 山崎 寿 南総 87 (45、42)

横川 竜希 東名 75 (39、36) 斉藤 匠 柏崎 78 (37、41) 島田 康成 都留 81 (39、42) 佐々木 康夫 鶴舞 87 (44、43)

和田 貴之 栃木ヶ丘 75 (38、37) 下田 雄大 那須小川 78 (37、41) 宮田 玲 あさひヶ丘 81 (39、42) 小林 孝裕 千葉 87 (44、43)

武田 正輝 オーク・ヒルズ 75 (37、38) 藤田 正義 桂ヶ丘 78 (35、43) 袖山 哲朗 新千葉 81 (38、43) 晝間 隆広 平塚富士見 87 (43、44)

木名瀬 和重 水戸 75 (36、39) 75 中野 秀昭 富士笠間 79 (42、37) 松下 龍之介 水戸レイクス 81 (37、44) 本庄 政哉 鶴舞 87 (43、44)

斉野 恵康 GMG八王子 75 (36、39) 真辺 則光 総武 79 (41、38) 122 助川 昌弘 扶桑 82 (43、39) 本澤 顕一 日高 87 (41、46)

富田 雅之 麻倉 75 (36、39) 高橋 怜央 東京五日市 79 (41、38) 牧長 一喜 千葉国際 82 (43、39) 中吉 辰也 南総 87 (40、47)

佐藤 宗太 水戸レイクス 75 (36、39) 林 雅人 城西大 79 (41、38) 山野 国士 長太郎 82 (42、40) 170 大神田 充 神奈川 88 (46、42)

岡田 睦広 レーサム 75 (35、40) 水嶋 佑介 小田原･日動御殿場 79 (41、38) 増田 秀仁 クリアビュー 82 (42、40) 岩周 巧泰 早稲田大 88 (45、43)

35 金子 憲洋 那須小川 76 (42、34) 青木 慶太 習志野 79 (40、39) 押田 凌大郎 那須小川 82 (41、41) 金沢 剛純 鷹之台 88 (44、44)

神谷 優太 那須小川 76 (40、36) 小野寺 智夫 南総 79 (40、39) 星 一生 東京五日市 82 (41、41) 173 田辺 昌彦 岡部チサン 89 (45、44)

臼井 誠 我孫子 76 (40、36) 鈴木 雄太 長太郎 79 (40、39) 海老原 好央 富士笠間 82 (41、41) 栗原 英樹 東名厚木 89 (44、45)

曽原 和樹 JGM セベバレステロス 76 (39、37) 松平 光徳 玉川 79 (40、39) 毛利 史郎 茨城 82 (41、41) 八木沢 浩一 鹿沼 89 (44、45)

北村 征大 明治大 76 (39、37) 金子 憲三 緑野 79 (40、39) 杉山 大作 大宮国際 82 (40、42) 176 小山 雄二 浜野 90 (47、43)

額賀 逸朗 船橋 76 (38、38) 増田 康平 水戸 79 (39、40) 佐藤 力 美里 82 (40、42) 酒井 柾輝 扶桑 90 (45、45)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 大井 勇輝 船橋 79 (38、41) 132 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 83 (43、40) 失格 服部 滋多 白帆

杉山 悠司 皐月･佐野 76 (38、38) 土田 恭章 藤岡 79 (38、41) 田中 秀直 セントラル 83 (43、40) 失格 矢ケ崎 隆夫 サンコー72

渡辺 顕展 高根 76 (38、38) 河田 泰弘 アスレチックガーデン 79 (37、42) 茂貫 太郎 阿見 83 (42、41) 棄権 長尾 福治郎 成田GC

戸松 仁 柏崎 76 (37、39) 89 浅賀 勇太 東京五日市 80 (43、37) 冨田 久三 静ヒルズ 83 (42、41) 欠場 来住野 忠之 さいたま梨花

梅内 秀太郎 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 荒井 陸 嵐山 80 (43、37) 本藤 利一 日高 83 (42、41) 欠場 落合 滋 さいたま梨花

中部 隆 袖ヶ浦 76 (36、40) 廣部 清隆 館山 80 (42、38) 内田 裕 美里 83 (42、41)

5月13日(金)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会

大利根カントリークラブ 東コース( 6841Yards   Par 72 )


