
会場：

期日：

エントリー： 141名

出場： 132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 山城 康博 館山 73 (35、38) 42 鈴木 雄太 長太郎 82 (44、38) 松本 真輔 富里 85 (40、45) 123 波多野 直樹 東千葉 96 (51、45)

2 武田 正輝 オーク・ヒルズ 74 (36、38) 小山 雄二 浜野 82 (43、39) 83 黒田 真彦 京 86 (44、42) 伊藤 裕明 東名厚木 96 (46、50)

小泉 正樹 新千葉 74 (36、38) 下庄 桂司 成田GC 82 (43、39) 吉田 潔 本千葉 86 (44、42) 125 新倉 浩二 大厚木 97 (49、48)

4 牧長 一喜 千葉国際 75 (39、36) 岡部 成哲 東京 82 (43、39) 宮下 真一 石岡・ウエスト 86 (41、45) 豊巻 裕紀 京葉 97 (46、51)

本木 敦登 那須小川 75 (39、36) 押田 凌大郎 那須小川 82 (42、40) 青山 正幸 勝浦 86 (41、45) 127 河野 英治 鹿沼 98 (50、48)

上迫 友貴 太平洋・御殿場 75 (36、39) 臼井 誠 我孫子 82 (42、40) 87 越川 直毅 諏訪レイクヒル 87 (48、39) 128 重野 紳二郎 茨城 103 (53、50)

廣部 清隆 館山 75 (34、41) 佐々木 康夫 鶴舞 82 (42、40) 鎌滝 正三 鹿島の杜 87 (46、41) 失格 嶋田 清 本千葉

8 石井 一久 麻倉 76 (39、37) 村上 拓海 那須小川 82 (42、40) 高橋 洋 マグレガー 87 (45、42) 棄権 渡邊 毅晴 南総

當真 航星 日本大 76 (38、38) 中吉 辰也 南総 82 (42、40) 山崎 道孝 鶴 87 (44、43) 棄権 東 紘平 神奈川

鈴木 晃祐 扶桑 76 (36、40) 本庄 政哉 鶴舞 82 (41、41) 諏訪 邦彦 京葉 87 (44、43) 棄権 高山 勝彦 本千葉

11 下田 雄大 那須小川 77 (39、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 87 (44、43) 欠場 繪鳩 春雄 香取

12 富田 雅之 麻倉 78 (43、35) 木村 和紀 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 根本 宏幸 本千葉 87 (44、43) 欠場 平井 宏房 伊豆にらやま

山口 祐介 鎌ヶ谷 78 (40、38) 有我 栄一郎 鶴舞 82 (41、41) 今福 浩之 成田GC 87 (43、44) 欠場 小野 和男 スカイウェイ

丁 志優 パ協 78 (39、39) 浮ヶ谷 博之 千葉 82 (40、42) 95 神農 英和 平川 88 (45、43) 欠場 大坪 誠 横浜

市原 澄彦 イーグルポイント 78 (39、39) 芝田 進弘 麻倉 82 (39、43) 草野 博光 きみさらず 88 (44、44) 欠場 永田 邦春 セゴビア

小野寺 智夫 南総 78 (39、39) 橋本 哲夫 総武 82 (39、43) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 88 (43、45) 欠場 黄原 鐵夫 麻倉

田村 高広 南総 78 (39、39) 入江 精二 宍戸ヒルズ 82 (38、44) 中本 光 小田原･日動御殿場 88 (43、45) 欠場 藤田 誠 千葉

中根 健太 京葉 78 (39、39) 58 赤堀 雅行 イーグルポイント 83 (43、40) 徳山 権一 富里 88 (42、46) 欠場 丸山 稔弘 カレドニアン

山野 国士 長太郎 78 (38、40) 橋本 征道 イーグルポイント 83 (43、40) 谷口 康太郎 那須小川 88 (42、46) 欠場 中村 昌弘 平川

鈴木 秀恒 カレドニアン 78 (38、40) 斉藤 正己 セントラル 83 (42、41) 早川 亮 麻倉 88 (42、46)

浮ケ谷 信夫 総武 78 (38、40) 片岡 弘幸 上総モナーク 83 (41、42) 102 戸頃 文明 千葉夷隅 89 (46、43)

三上 賢太郎 葉山国際 78 (38、40) 中田 辰悟 大利根 83 (41、42) 小林 格 京 89 (44、45)

23 茂貫 太郎 阿見 79 (40、39) 石原 裕士 東千葉 83 (39、44) 斉藤 健治 南総 89 (43、46)

江口 勇也 長太郎 79 (39、40) 64 櫻井 利記 麻倉 84 (48、36) 小松 昭人 東名厚木 89 (41、48)

浅野 正幸 東千葉 79 (39、40) 吉田 大樹 麻倉 84 (44、40) 秋山 大 富士 89 (40、49)

26 酒井 柾輝 扶桑 80 (41、39) 千北 嘉太 太平洋・御殿場 84 (44、40) 107 賀来 勝彦 オリムピック 90 (46、44)

齋藤 正作 麻倉 80 (40、40) 猿山 隆二 カレドニアン 84 (43、41) 篠崎 俊治 総武 90 (42、48)

信岡 史将 成田GC 80 (40、40) 原田 安浩 ノースショア 84 (42、42) 中澤 和司 麻倉 90 (41、49)

山本 充 鶴舞 80 (40、40) 下村 安敏 佐原 84 (42、42) 110 大木 陽亮 成田東 91 (46、45)

和田 考行 相模野 80 (39、41) 高松 孝行 麻倉 84 (39、45) 堀江 茂 イーグルポイント 91 (46、45)

31 坂巻 稜也 かずさ 81 (43、38) 杉山 和正 大利根 84 (39、45) 斉藤 正人 南総 91 (45、46)

衣笠 洋司 カレドニアン 81 (41、40) 72 小川 栄治 習志野 85 (44、41) 吉田 直樹 袖ヶ浦 91 (44、47)

谷内 三千夫 カレドニアン 81 (41、40) 指吸 敏彦 麻倉 85 (44、41) 114 鈴木 利幸 麻倉 92 (48、44)

廣瀬 照康 袖ヶ浦 81 (41、40) 徳山 鉉二 麻倉 85 (43、42) 東城 正実 本千葉 92 (47、45)

袖山 哲朗 新千葉 81 (40、41) 千北 光仁 麻倉 85 (43、42) 鈴木 克彦 船橋 92 (46、46)

町田 貴敏 皆川城 81 (40、41) 西野 貴浩 佐原 85 (43、42) 関根 範丈 麻倉 92 (45、47)

晝間 隆広 平塚富士見 81 (40、41) 和田 哲弥 メイプルポイント 85 (43、42) 118 岩崎 三男 本千葉 93 (48、45)

真辺 則光 総武 81 (40、41) 齋 和彦 カレドニアン 85 (42、43) 上野 敬輔 中山 93 (45、48)

青木 慶太 習志野 81 (40、41) 池田 宏貴 麻倉 85 (42、43) 120 鈴木 貴之 千葉国際 94 (48、46)

広見 誠 南総 81 (39、42) 小林 祐介 東千葉 85 (42、43) 佐々木 貴志 ニッソー 94 (45、49)

横川 竜希 東名 81 (38、43) 荒川 慶量 サザンクロス 85 (41、44) 三川 耕作 京葉 94 (45、49)

4月11日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

麻倉ゴルフ倶楽部 ( 7017Yards   Par 72 )


