
平成29年度 関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会
組み合わせ及びスタート時間表 於：大利根カントリークラブ 西コース

参加者数　134名
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属

市川 輝 水戸レイクス 滝澤 泰三 習志野 高山 知晃 栗橋國際 磯 佑太 塩原

芋高 信良 JGMやさと石岡 平石 健太 ニッソー 田辺 隆一 関東ジュニア 鴨野 勝 水戸レイクス

金田 直之 ニッソー 関根 一眞 小田原･松田 柚木 将吾 鹿沼72 澤越 博幸 武蔵野

梅内 秀太郎 那須小川 藤本 鎮 ワンウェイ 鹿住 勇介 慶應義塾大

田中 良博 寄居 鈴木 雄太 長太郎 鈴木 敬太 TEAM KGA ジュニア 佐藤 壱洸 那須小川

柿澤 大輝 中央学院大 相原 諒哉 那須小川 増子 敬 白帆 江口 勇也 成田東

宮部 澪央 水戸レイクス 内山 海聡 JGM セベバレステロス 荒井 一輝 中央学院大 山崎 隼人 中央学院大

佐野 充成 館山 倉持 翔 水戸レイクス 井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 吉本 直樹 関東ジュニア

霜田 邦明 大日向 牧長 一喜 千葉国際 柿岡 啓介 習志野 鈴木 洸大 水戸レイクス

助川 昌弘 扶桑 熊谷 淳 水戸グリーン 小原 健嗣 千葉 矢口 宣洋 中央学院大

夏堀 裕大 水戸レイクス 坪井 隆 セゴビア 竹内 貴広 鴻巣 下田 雄大 那須小川

石山 美紀 八幡 福田 正明 富士笠間 猪田 健人 房総 佐藤 慶介 千葉国際

竹田 綾人 中央学院大 関 翔大 専修大 小野 耕平 ニッソー 金子 憲洋 那須小川

鈴木 優也 津久井湖 多戸 仁一 東京五日市 佐藤 宗太 関東アマ 大手 浩 富士OGM・市原

森田 正浩 大洗 小林 拳史郎 習志野 斉藤 史晶 ノーブルウッド 宮川 将 妙高サンシャイン

君島 勇人 那須小川 伊藤 吏玖 水戸レイクス 矢吹 龍一 水戸グリーン 金沢 剛純 鷹之台

粟山 尚 鹿沼72 寺村 義美 千葉 鈴木 貴之 千葉国際 渡辺 真悟 水戸レイクス

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 豊田 龍生 矢板 高橋 大斗 那須小川

米澤 龍太郎 大利根 坂場 大希 オリムピック・レイクつぶらだ 水主川 大樹 中央学院大 森 光弘 葉山国際

那須 久治 加茂 荒井 眞一 筑波 後藤 浩 JGM セベバレステロス

田村 次郎 那須小川 村尾 優一 那須小川 恩田 拓哉 東京五日市 村上 雄太 南総

山田 聖也 JGM セベバレステロス 斉野 恵康 GMG八王子 冨田 久三 静ヒルズ 尾上 良明 鎌ヶ谷

松岡 優太朗 玉造 富永 龍輝 水戸レイクス 堀 太陽 水戸レイクス 曽原 和樹 JGM セベバレステロス

坂場 将希 オリムピック・レイクつぶらだ 堀江 隆 マナ 光信 直長 東千葉 田中 雄貴 つくばね

幸田 恭典 ニッソー 小泉 正樹 新千葉 青木 公翼 東筑波 西川 勇太 東京五日市

照沼 恭平 大平台 井坂 昌文 東筑波 加藤 明夫 大平台 小林 大河 TEAM KGA ジュニア

宮下 優輝 扶桑 津止 克明 アスレチックガーデン 関 将太 高萩 福島 哲司 ニッソー

有馬 昌宏 千葉国際 辻本 太平 大洗 中嶋 翔生 関東ジュニア 荒井 竜也 JGM セベバレステロス

後藤 肇克 美浦 亥飼 台 水戸レイクス 中野 正義 富士笠間 椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド

吉岡 奎南 那須小川 早水 保貴 アスレチックガーデン 増田 秀仁 クリアビュー 中部 隆 袖ヶ浦

志村 幹夫 大洗 浅野 文尊 ラインヒル 小林 孝裕 千葉 井上 政敏 ニッソー

大川 厚志 玉造 篠田 徳明 浅見 藤井 幸博 江戸崎 百目鬼 光紀 中央学院大

大久保 正博 宇都宮 二村 健人 早稲田大

相馬 義孝 塩原 隅内 雅人 水戸レイクス

宇野 信宏 中央学院大 浅賀 勇太 東京五日市

高橋 和博 宍戸ヒルズ 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦

競技委員長 　赤澤　正輝

34 9:54

9 8:42 26 8:42

8 8:33 17 9:54 25 8:33

32 9:36

7 8:24 16 9:45 24 8:24 33 9:45

6 8:15 15 9:36 23 8:15

30 9:18

5 8:06 14 9:27 22 8:06 31 9:27

4 7:57 13 9:18 21 7:57

28 9:00

3 7:48 12 9:09 20 7:48 29 9:09

2 7:39 11 9:00 19 7:39

5月12日(金)

1 7:30 10 8:51 18 7:30 27 8:51


