
会場：

期日：

エントリー： 102名

出場： 99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 石塚 祥成 日本大 73 (31、42) 武田 法久 万木城 83 (41、42) 82 今井 忍 津久井湖 93 (48、45)

2 小澤 玲央 あづみ野 75 (37、38) 松本 正之 ギャツビイ 83 (41、42) 和田 哲弥 メイプルポイント 93 (48、45)

3 石原 航輝 日本大 76 (39、37) 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 83 (41、42) 84 山川 博功 上野原 94 (47、47)

本間 佑 鹿沼72 76 (38、38) 高橋 昌美 ヴィンテージ 83 (40、43) 山田 廣樹 メイプルポイント 94 (47、47)

矢野 圭介 日本大 76 (35、41) 吉川 泰央 上総モナーク 83 (40、43) 86 家泉 英明 東千葉 95 (52、43)

6 西川 幸一郎 府中 77 (41、36) 森 竜也 東京五日市 83 (40、43) 岡田 裕幸 メイプルポイント 95 (47、48)

岡田 光史 嵐山 77 (38、39) 早川 友己 メイプルポイント 83 (38、45) 平澤 天志 メイプルポイント 95 (46、49)

永浦 吏杜睦 日本大 77 (38、39) 48 吉田 直樹 袖ヶ浦 84 (41、43) 89 博山 守 清川 96 (52、44)

9 荒井 陸 嵐山 78 (39、39) 加藤 光一 越生 84 (39、45) 杉浦 守彦 万木城 96 (49、47)

戸村 拓郎 那須小川 78 (39、39) 山本 二朗 相模原 84 (39、45) 井上 裕之 神奈川 96 (49、47)

井田 勇太 長野国際 78 (38、40) 島田 康成 都留 84 (36、48) 中村 広志 八王子 96 (49、47)

赤石 怜 東千葉 78 (38、40) 52 新村 駿 穂高 85 (42、43) 野村 幸晴 東京よみうり 96 (46、50)

袖山 哲朗 新千葉 78 (36、42) 中里 匡良 大相模 85 (41、44) 94 花村 秀太 TEAM KGA ジュニア 97 (47、50)

14 阿佐 和典 日本大 79 (40、39) 上畠 哲 オリムピック 85 (41、44) 上條 英二 秋山 97 (47、50)

田村 将人 ロイヤルスター 79 (39、40) 55 大内 剛 万木城 86 (44、42) 96 栗原 英樹 東名厚木 99 (49、50)

野村 将寛 日本大 79 (39、40) 篠崎 明 オーク・ヒルズ 86 (42、44) 97 伊藤 隆二 東松山 102 (48、54)

芦沢 悠 那須小川 79 (37、42) 森崎 豪 津久井湖 86 (42、44) 98 長浜 浄 相模野 106 (47、59)

澤瀬 遼馬 日本大 79 (37、42) 赤坂 昇 都 86 (40、46) 棄権 細野 敏彦 武蔵野

19 長岡 元樹 鳳凰 80 (41、39) 59 三上 哲人 メイプルポイント 87 (45、42) 欠場 鹿島 康裕 相模原

上條 覚 オリムピック 80 (40、40) 三並 恒功 メイプルポイント 87 (44、43) 欠場 金子 宏治 大相模

三浦 隆治 神奈川 80 (40、40) 伴場 信吾 オリムピック・レイクつぶらだ 87 (44、43) 欠場 安藤 謙一郎 八王子

小川 遼太郎 那須小川 80 (39、41) 榎夲 和正 メイプルポイント 87 (43、44)

仲道 利樹 日本大 80 (39、41) 太田 卓男 武蔵 87 (43、44)

花吉 精一 津久井湖 80 (38、42) 64 加藤 章嘉 東千葉 88 (43、45)

齊藤 俊輔 那須小川 80 (36、44) 山田 剣臣 東京五日市 88 (42、46)

櫻井 伽伯良 日本大 80 (36、44) 生 和男 津久井湖 88 (41、47)

27 柴田 博文 ザ・レイクス 81 (42、39) 鈴木 昌弥 津久井湖 88 (40、48)

赤羽 宏優 諏訪レイクヒル 81 (41、40) 勝田 将嗣 津久井湖 88 (40、48)

白金 満明 鴻巣 81 (40、41) 69 栗本 啓二 神奈川 89 (44、45)

田中 孝幸 立科 81 (38、43) 大橋 祐樹 メイプルポイント 89 (42、47)

塚本 大輝 東京五日市 81 (37、44) 71 谷本 俊雄 メイプルポイント 90 (45、45)

32 矢ケ崎 隆夫 サンコー72 82 (44、38) 新倉 浩二 大厚木 90 (43、47)

鹿島 裕樹 那須小川 82 (42、40) 73 出浦 功 オリムピック 91 (47、44)

古橋 諒大 関東ジュニア 82 (41、41) 森屋 英治 河口湖 91 (47、44)

東 英樹 東松山 82 (40、42) 中村 潤 立川国際 91 (44、47)

山口 大介 中津川 82 (40、42) 武藤 貴志 岡部チサン 91 (44、47)

安間 魁 山梨学院大 82 (37、45) 長谷川 裕一 岡部チサン 91 (43、48)

38 玉置 敏光 立川国際 83 (44、39) 78 植山 貴行 飯能 92 (50、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 島田 貴規 長野 92 (49、43)

大内田 愼一郎 岡部チサン 83 (43、40) 辺土名 芳彦 河口湖 92 (43、49)

岡田 陽太 嵐山 83 (43、40) 塩谷 孝光 メイプルポイント 92 (42、50)

4月7日(金)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

メイプルポイントゴルフクラブ( 6821Yards   Par 72 )


