
平成29年度 関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表 於：中条ゴルフ倶楽部

(第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　159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

吉本 直樹 関東ジュニア 長谷川 望 水戸グリーン 平石 健太 ニッソー 横溝 武蔵 関東ジュニア

霜田 邦明 大日向 大岩 龍一 那須小川 倉持 翔 水戸レイクス 服部 滋多 白帆

鈴木 隆太 ザ・レイクス 谷 優太郎 法政大 三浦 大河 神奈川 平川 陸斗 櫛形

矢野 圭介 日本大 堤 健太朗 川越グリーン 小原 淳 愛鷹

内田 直輝 TEAM KGA ジュニア 西片 太一 埼玉国際 窪田 一樹 スプリングフィルズ 前田 高志 朝霧ジャンボリー

村越 元彰 宍戸ヒルズ 佐藤 瑛 専修大 北山 健太郎 ラインヒル 高橋 雅也 嵐山

木庭 輝 那須小川 吹野 耕一 富士笠間 増田 康平 中央学院大 井川 智一郎 初穂

伊藤 優太 東京五日市 高倍 淳一 東京五日市 金 浩延 宇都宮 亀井 隆 唐沢

目黒 学 日本海 水上 晃一 袖ヶ浦 園部 潤 メイレイクヒルズ 竹田 綾人 中央学院大

西村 涼 中央学院大 阿佐 和典 日本大 呉 英彪 櫛形 竹原 洋行 横浜

義澤 秀雄 東名厚木 樋口 匠 コスモクラシック 大家 光世 越後 斉野 恵康 GMG八王子

吉田 隼人 太平洋・佐野ヒルクレスト 桐生 慎太郎 柏崎 中村 一隆 関東ジュニア 石川 航 埼玉県アマ

金子 光規 府中 太田 智喜 富士笠間 内田 航貴 伊勢原 夏堀 裕大 水戸レイクス

野呂 涼 長太郎 田中 章太郎 TEAM KGA ジュニア 福富 祥倫 栗橋國際 野口 裕太 パ協

美村 凌我 鹿沼72 金子 憲洋 那須小川 岩崎 亜久竜 東名 藤井 幸博 江戸崎

小林 浩之 諏訪湖 五十嵐 将矢 柏崎 白石 哲也 相模原 植木 祥多 TEAM KGA ジュニア

熊谷 淳 水戸グリーン 東 幸司 オリムピック 佐藤 宗太 関東アマ 永浦 吏杜睦 日本大

松井 源太 越後 鎌田 宗一郎 法政大 鈴木 辰海 関東ジュニア 渋谷 晃太郎 サンヒルズ

勝俣 陵 玉川 関 将太 高萩 河内 喜文 水戸 水上 晃男 袖ヶ浦

石毛 一輝 新千葉 中島 啓太 那須小川 山田 大晟 東名厚木 齋藤 恭正 成田ハイツリー

奥田 創志 専修大 磯井 怜 長太郎 伊藤 泰良 TEAM KGA ジュニア 半田 匠佳 杉ノ郷

髙野 隆 柏崎 長崎 拓実 中央大 武田 正輝 オーク・ヒルズ 鈴木 晃祐 関東ジュニア

小林 大河 TEAM KGA ジュニア 和田 雅英 袖ヶ浦 田中 雄貴 つくばね 照沼 恭平 大平台

梅内 秀太郎 那須小川 志村 幹夫 大洗 前田 男 岡部チサン 竹内 巧 東京国際大

岩富 凱也 関東ジュニア 鈴木 貴士 大日向 高橋 一誠 岡部チサン 丁 志優 那須小川

金田 崇宏 筑波 宮下 大周 関東ジュニア 高野 碧輝 東北福祉大 坂本 雄介 関東アマ

荒井 陸 嵐山 保泉 悠太 日本大 櫛山 勝弘 関東アマ 百目鬼 光紀 中央学院大

鈴木 海斗 明治大 高山 勇悟 矢板 平本 世中 東名厚木 和田 博 袖ヶ浦

中島 央樹 櫛形 吉田 歩生 カレドニアン 伊藤 良輔 土浦 江口 勇也 成田東

細谷 幹 TEAM KGA ジュニア 塚本 岳 関東アマ 竹石 要佑 筑波 澤田 信弘 茨城

川崎 邦朗 龍ヶ崎 石坂 友宏 TEAM KGA ジュニア 田中 一輝 JGMベルエア 岡田 大輔 関東ジュニア

中山 和昭 大洗 松村 本盛 きみさらず 鈴木 優也 津久井湖 坂輪 成章 平川

豊田 龍生 矢板 照沼 純平 大平台 芦沢 悠 那須小川 橋本 竜摩 太田双葉

加治屋 舜介 秋山 山本 雄太 早稲田大 斉藤 史晶 ノーブルウッド 村岡 侑哉 関東ジュニア

堀越 勘太 関東ジュニア 前田 晃希 栗橋國際 羽藤 勇司 スカイウェイ 大野 倖 長太郎

加藤 勇希 専修大 寺辻 真生 関東ジュニア 柿澤 大輝 中央学院大 池田 悠太 杉ノ郷

田村 敏明 小千谷 市川 輝 水戸レイクス 荘司 将貴 水戸レイクス 澤瀬 遼馬 日本大

石原 航輝 日本大 鶴田 貴也 ロイヤルスター 梶原 正吾 明治大 花山 大輔 ギャツビイ

木村 利治 水戸グリーン 五十嵐 瑠亜 那須小川 鈴木 敬太 TEAM KGA ジュニア 村上 拓海 那須小川

栗原 悠宇 TEAM KGA ジュニア 高橋 和博 宍戸ヒルズ 山口 留以 富士箱根 渡辺 真悟 水戸レイクス

競技委員長 　内藤　正幸
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