
会場：

期日：

エントリー： 86名

出場： 79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 梶原 正吾 明治大 70 (36、34) 長江 幸夫 さいたま 84 (42、42) 欠場 今村 幹隆 グリーンパーク

2 高橋 一誠 岡部チサン 74 (37、37) 島田 貴規 長野 84 (40、44) 欠場 鈴木 史敏 十日町

櫻井 カハラ 日本大 74 (36、38) 町田 真二 ザ ナショナル・埼玉 84 (40、44) 欠場 榎夲 和正 メイプルポイント

4 土田 晃成 さいたま梨花 75 (36、39) 金 智宇 日本大 84 (38、46) 欠場 島袋 真一 千葉国際

坂場 将希 オリムピック・レイクつぶらだ 75 (35、40) 菅井 雅之 嵐山 84 (38、46) 欠場 山崎 一成 高根

6 鈴木 理央 ユニオンエース 76 (39、37) 46 佐藤 雅彦 東京五日市 85 (42、43)

7 阿佐 和典 日本大 77 (39、38) 平久井 理 那須カントリー 85 (42、43)

8 小林 正志 森林公園 78 (41、37) 大内田 愼一郎 岡部チサン 85 (41、44)

9 小川 詠次郎 那須小川 79 (41、38) 長嶋 文太 川越 85 (41、44)

林 侃汰朗 櫛形 79 (39、40) 宮本 英門 中央都留 85 (40、45)

園部 潤 メイレイクヒルズ 79 (39、40) 51 飛鳥井 正仁 那須小川 86 (39、47)

阿部 政則 初穂 79 (38、41) 52 尾崎 勉 白水 87 (45、42)

13 松本 優人 玉川 80 (41、39) 塩谷 孝光 メイプルポイント 87 (45、42)

竹内 貴広 鴻巣 80 (41、39) 森久保 剛 津久井湖 87 (43、44)

平本 達哉 相模原 80 (39、41) 杉本 雅之 駒澤大 87 (43、44)

志塚 俊平 埼玉国際 80 (39、41) 山本 昌邦 都賀 87 (40、47)

鈴木 海斗 関東ジュニア 80 (39、41) 小峰 誠 オリムピック・レイクつぶらだ 87 (40、47)

市川 清 森林公園 80 (38、42) 58 籠谷 卓也 日本大 88 (44、44)

高橋 昌也 サニー 80 (37、43) 宮下 昭彦 入間 88 (43、45)

高橋 夢人 フォレスト 80 (36、44) 大平 宗也 石坂 88 (42、46)

21 水戸 颯 フォレスト 81 (41、40) 61 佐藤 秀樹 美里 89 (46、43)

中村 正美 小田原･松田 81 (39、42) 村上 雄太 南総 89 (46、43)

広田 文雄 長野 81 (39、42) 鈴木 昌弥 津久井湖 89 (43、46)

横川 修平 松ヶ峯 81 (38、43) 64 飯塚 大介 川越 90 (43、47)

小川 遼太郎 那須小川 81 (37、44) 藤澤 徹 石坂 90 (43、47)

26 村山 浩伸 エーデルワイス 82 (43、39) 66 吉松 朋 厚木国際 91 (43、48)

山田 祥暉 駒澤大 82 (40、42) 67 伊藤 洋志 ロイヤル 92 (47、45)

渡邉 明稔 森林公園 82 (40、42) 齊藤 賢司 秩父国際 92 (47、45)

29 鈴木 辰海 房州 83 (44、39) 川上 雅利 こだま神川 92 (45、47)

河本 剛 ギャツビイ 83 (44、39) 岡 正典 オリムピック 92 (44、48)

田中 照美 エーデルワイス 83 (42、41) 佐藤 健勢 日本体育大 92 (44、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 72 鯨 慎之介 那須小川 93 (45、48)

吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 83 (40、43) 73 中田 丈晴 鷹 94 (46、48)

黒滝 公彦 エーデルワイス 83 (39、44) 河野 幸久 鴻巣 94 (46、48)

山下 太郎 JGM高崎ベルエア 83 (38、45) 75 鷲尾 聡 熊谷 96 (44、52)

井川 智一郎 初穂 83 (38、45) 76 新田 鐘大 妙高 97 (49、48)

36 濱口 大将 日本大 84 (45、39) 77 高橋 幸成 リバーサイドフェニックス 98 (49、49)

鈴木 亮司 ギャツビイ 84 (43、41) 斎藤 剛 サンヒルズ 98 (47、51)

松本 拓人 玉川 84 (43、41) 79 渡辺 暁 リバーサイドフェニックス 110 (53、57)

松井 源太 越後 84 (42、42) 欠場 鵜野 喜憲 高根

梅澤 吉朗 初穂 84 (42、42) 欠場 戸村 拓郎 那須小川

4月11日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

こだまゴルフクラブ ( 6898Yards   Par 72 )


