
会場：

期日：

エントリー： 131名

出場： 126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 仲村 春之介 専修大 73 (39、34) 保住 朋之 平塚富士見 84 (41、43) 谷口 徹 大相模 93 (48、45) 棄権 奥村 康徳 千葉

原田 大雅 パ協 73 (36、37) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 84 (41、43) 三浦 周也 取手国際 93 (48、45) 棄権 石田 竜元 高根

3 井上 賢人 東京五日市 75 (40、35) 44 新井田 尚弘 東名 85 (46、39) 星野 英彦 太平洋・御殿場 93 (48、45) 棄権 辻下 英良 大厚木

4 富岡 拓夢 専修大 76 (39、37) 鹿島 裕樹 那須小川 85 (46、39) 杉山 賢治 本厚木 93 (45、48) 棄権 安達 光宣 リバー富士

森山 錬 鹿沼72 76 (37、39) 菊嶋 勇次 小田原･日動御殿場 85 (43、42) 間 太郎 慶應義塾大 93 (45、48) 欠場 仁藤 敦史 多摩

6 猪股 英昭 平塚富士見 79 (42、37) 土井 克祥 加茂 85 (43、42) 宮崎 哲也 厚木国際 93 (45、48) 欠場 柳下 俊明 平塚富士見

宇都 敬汰 早稲田大 79 (40、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 田村 亮 三島 93 (44、49) 欠場 関口 洋一 平塚富士見

8 吉田 裕紀 鎌倉 80 (40、40) 小野寺 利丸 太平洋・御殿場 85 (42、43) 89 上農 秀人 大厚木 94 (50、44) 欠場 井口 学 東名

遠山 武志 横浜 80 (39、41) 渡部 順 鶴舞 85 (41、44) 中田 昌宏 平塚富士見 94 (48、46) 欠場 亀田 大輔 伊東

10 杉井 俊之 新千葉 81 (43、38) 出水田 裕輝 富士 85 (40、45) 岡田 裕 那須カントリー 94 (47、47)

濱宮 勇樹 富士箱根 81 (42、39) 西村 真太郎 南摩城 85 (40、45) 真実井 浩亮 伊勢原 94 (46、48)

横山 隆乃助 那須小川 81 (42、39) 山口 賢哉 浜松シーサイド 85 (40、45) 池内 洋一郎 大厚木 94 (45、49)

菊地 展弘 フジ天城 81 (41、40) 53 岩橋 和輝 ギャツビイ 86 (45、41) 青野 栄一 清川 94 (45、49)

樋田 真 横浜 81 (41、40) 野口 兼一 富士御殿場 86 (44、42) 岡田 章二 横浜 94 (43、51)

松並 良 秦野 81 (40、41) 田中 洋二郎 カレドニアン 86 (41、45) 岩井 靖久 富士 94 (43、51)

望月 幹仁 加茂 81 (40、41) 56 榎本 隆司 都賀 87 (44、43) 97 上野 伸 上総モナーク 95 (50、45)

光山 成夫 東名 81 (40、41) 小澤 広之 横浜 87 (42、45) 手塚 哲秀 大熱海国際 95 (50、45)

18 武藏 圭太 平塚富士見 82 (41、41) 籠手田 安朗 大厚木 87 (41、46) 賀川 啓明 凾南 95 (48、47)

井上 雄二朗 大厚木 82 (41、41) 福永 義弘 ロイヤルスター 87 (40、47) 斉藤 貴己 沼津 95 (47、48)

大澤 優 小田原･日動御殿場 82 (40、42) 山田 直紀 小田原･松田 87 (39、48) 佐藤 直基 多摩 95 (47、48)

釜谷 正宏 富士小山 82 (39、43) 61 佐藤 文友 成田ハイツリー 88 (44、44) 佐藤 秀樹 富士小山 95 (47、48)

杉山 倫久 平塚富士見 82 (39、43) 大場 邦夫 大相模 88 (44、44) 糸井 正芳 富士 95 (46、49)

二ッ森 義一 東京カントリー 82 (36、46) 保竹 純一 富士チサン 88 (44、44) 渡辺 基成 小田原･松田 95 (44、51)

24 平澤 賢一 キャスコ花葉 83 (45、38) 樋口 匠 コスモクラシック 88 (43、45) 105 青木 剛 豊岡国際 96 (51、45)

呉 英彪 櫛形 83 (44、39) 生 和男 津久井湖 88 (42、46) 細田 忠司 オリムピック 96 (50、46)

森川 孝昭 大厚木 83 (43、40) 66 織田 謙二 鷹之台 90 (47、43) 小泉 信和 白水 96 (48、48)

福濱 将哉 専修大 83 (42、41) 鈴木 健太郎 太平洋・御殿場 90 (46、44) 及川 良三 大厚木 96 (47、49)

森 健太郎 横浜 83 (42、41) 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 90 (46、44) 川村 泰生 早稲田大 96 (46、50)

内田 典明 カレドニアン 83 (42、41) 植原 大作 富里 90 (46、44) 竹澤 俊治 平塚富士見 96 (46、50)

野田 憲正 東京カントリー 83 (41、42) 嶌田 真一 富士小山 90 (45、45) 安藤 敏行 東富士 96 (46、50)

上野 一樹 伊豆国際 83 (41、42) 安齊 雅之 秦野 90 (44、46) 112 北牧 裕幸 長岡 97 (51、46)

飯島 慎平 東京五日市 83 (41、42) 加藤 章嘉 東千葉 90 (44、46) 鶴薗 弘明 立野クラシック 97 (50、47)

33 高井 勝 平塚富士見 84 (45、39) 三ツ井 雅貴 芙蓉 90 (43、47) 木下 勇人 東千葉 97 (50、47)

鈴木 正樹 キングフィールズ 84 (43、41) 74 永山 守 武蔵野 91 (48、43) 115 岡田 正毅 東京よみうり 99 (54、45)

平尾 喜彦 富士ロイヤル 84 (43、41) 田村 祐二 明治大 91 (45、46) 大槻 育伸 本厚木 99 (50、49)

鈴木 淳一 横浜 84 (43、41) 宮本 雄司 船橋 91 (45、46) 117 小松 裕 太平洋・御殿場 104 (55、49)

中川 洋一郎 岡部チサン 84 (43、41) 坂本 幹太 高萩 91 (44、47) 野堀 久司 東京国際 104 (53、51)

久保 秀成 メイプルポイント 84 (42、42) 海老澤 唯 鎌倉 91 (41、50) 119 井出 義人 湘南シーサイド 105 (53、52)

福田 亮太 東千葉 84 (42、42) 79 小川 栄一 大熱海国際 92 (44、48) 120 植木 一郎 鶴舞 107 (50、57)

徳嶽 太 早稲田大 84 (41、43) 80 吉村 幸樹 水戸レイクス 93 (50、43) 失格 和泉 満 ロイヤルスター

古谷 侑大 那須小川 84 (41、43) 野村 卓洋 平塚富士見 93 (49、44) 失格 鈴木 正和 修善寺

4月18日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第12会場予選競技

平塚富士見カントリークラブ 大磯コース( 6700Yards   Par 72 )


