
会場：

期日：

エントリー： 121名

出場： 118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 半田 匠佳 杉ノ郷 71 (36、35) 近藤 惇朗 龍ヶ崎 77 (39、38) 大栗 辰弥 那須小川 81 (43、38)

2 河内 喜文 水戸 71 (35、36) 新実 大輔 水戸レイクス 77 (39、38) 大日 健 寄居 81 (43、38)

有馬 昌宏 千葉国際 71 (34、37) 鈴木 隆太 ザ・レイクス 77 (39、38) 細谷 祐生 鹿島の杜 81 (42、39)

4 田中 章太郎 TEAM KGA ジュニア 72 (36、36) 毛利 基文 京 77 (39、38) 鈴木 雅弘 ニッソー 81 (41、40)

5 相原 諒哉 那須小川 73 (40、33) 後藤 貴浩 サンレイク 77 (38、39) 近藤 大将 JGM セベバレステロス 81 (41、40)

長谷川 望 水戸グリーン 73 (37、36) 繁田 勝 鴻巣 77 (38、39) 加瀬 博章 東千葉 81 (40、41)

伊藤 吏玖 水戸レイクス 73 (37、36) 47 光山 富夫 横浜 78 (41、37) 大城 幹太 鹿沼72 81 (39、42)

岩富 凱也 東京五日市 73 (36、37) 小柳 拓也 取手国際 78 (41、37) 齋藤 誠 富士笠間 81 (39、42)

黒田 隆雅 東京国際 73 (36、37) 増子 敬 白帆 78 (40、38) 勝又 正浩 東京 81 (39、42)

野口 道男 ブリック＆ウッド 73 (35、38) 高村 保 姉ヶ崎 78 (40、38) 91 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 82 (41、41)

樋渡 雅俊 小田原･松田 73 (35、38) 川崎 邦朗 江戸崎 78 (40、38) 赤石 怜 東千葉 82 (41、41)

12 吉田 歩生 カレドニアン 74 (40、34) 宇野 信宏 水戸レイクス 78 (40、38) 鈴木 貴士 大日向 82 (40、42)

熊谷 淳 水戸グリーン 74 (39、35) 荘司 将貴 水戸レイクス 78 (40、38) 厚澤 克俊 鴻巣 82 (39、43)

磯 佑太 塩原 74 (39、35) 早乙女 剛史 皐月･佐野 78 (39、39) 矢田部 和人 宇都宮 82 (37、45)

冨永 龍介 東京五日市 74 (38、36) 岩崎 亜久竜 東名 78 (39、39) 96 飯島 勝徳 つくばね 83 (40、43)

西村 涼 水戸レイクス 74 (37、37) 齋藤 恭正 成田ハイツリー 78 (39、39) 97 谷 優太郎 法政大 84 (44、40)

成井 雄太 玉造 74 (37、37) 岡部 雄斗 太田双葉 78 (38、40) 角田 孝幸 セントラル 84 (42、42)

石丸 雄大 鴻巣 74 (36、38) 目黒 学 日本海 78 (38、40) 山田 武史 JGM セベバレステロス 84 (42、42)

豊島 豊 東千葉 74 (36、38) 池田 悠太 杉ノ郷 78 (37、41) 佐藤 秀明 小千谷 84 (42、42)

森山 友貴 TEAM KGA ジュニア 74 (36、38) 山本 雄太 早稲田大 78 (36、42) 山岸 宥喜 JGM高崎ベルエア 84 (40、44)

荒井 一輝 水戸レイクス 74 (35、39) 61 鎌田 宗一郎 法政大 79 (41、38) 102 君島 勇人 那須小川 85 (45、40)

22 永野 雄亮 かずさ 75 (41、34) 中村 竜 水戸レイクス 79 (40、39) 中野 貴博 中央大 85 (45、40)

井坂 昌文 東筑波 75 (39、36) 猪狩 広大 茨城パシフィック 79 (40、39) 工藤 黎 那須小川 85 (44、41)

内田 直輝 伊勢原 75 (38、37) 東 幸司 オリムピック 79 (40、39) 勝田 兵吉 成田GC 85 (44、41)

柿澤 大輝 水戸レイクス 75 (37、38) 市田 雅亮 袖ヶ浦 79 (39、40) 中島 智明 ザ ナショナル・千葉 85 (42、43)

金田 崇宏 筑波 75 (36、39) 細島 保秀 鹿沼72 79 (39、40) 107 小松崎 博 東筑波 86 (45、41)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 今井 正岳 霞台 79 (39、40) 長沢 昌彦 サンヒルズ 86 (44、42)

27 関根 一眞 小田原･松田 76 (39、37) 河野 淳一 袖ヶ浦 79 (38、41) 奥山 竜也 東松苑 86 (42、44)

市川 輝 水戸レイクス 76 (39、37) 69 伊藤 耕治 扶桑 80 (44、36) 相田 昌樹 木更津 86 (41、45)

金澤 徹 扶桑 76 (39、37) 中山 和昭 大洗 80 (41、39) 篠崎 州央 千葉国際 86 (40、46)

前田 男 岡部チサン 76 (38、38) 小寺 聡司 習志野 80 (41、39) 112 金子 隆 ゴールド佐野 87 (45、42)

神田 陽介 皐月･佐野 76 (38、38) 亀井 勇典 中央大 80 (40、40) 113 岡野 智弘 金砂郷 88 (44、44)

村越 元彰 宍戸ヒルズ 76 (37、39) 一ノ瀬 秀都 矢板 80 (40、40) 流 英一 加茂 88 (44、44)

前田 晃希 栗橋國際 76 (37、39) 谷口 英樹 JGM セベバレステロス 80 (39、41) 小原 健嗣 千葉 88 (44、44)

木村 仁 玉造 76 (37、39) 相澤 直哉 中央大 80 (39、41) 116 倉橋 学滋 富士箱根 90 (41、49)

榎本 剛之 袖ヶ浦 76 (36、40) 粉川 直孝 千葉 80 (39、41) 117 青木 良亮 宍戸ヒルズ 92 (45、47)

中野 正義 富士笠間 76 (36、40) 海野 洋一 静ヒルズ 80 (38、42) 118 清 良成 玉造 95 (46、49)

37 保坂 英徳 JGM セベバレステロス 77 (43、34) 成塚 義治 浜野 80 (37、43) 欠場 齋藤 幹夫 宇都宮

高山 恵輔 石坂 77 (41、36) 前田 光史朗 芳賀 80 (37、43) 欠場 後藤 浩 JGM セベバレステロス

野呂 涼 長太郎 77 (39、38) 80 関 駿斗 葉山国際 81 (43、38) 欠場 大部 一成 平川

亀井 隆 唐沢 77 (39、38) 鈴木 正一郎 龍ヶ崎 81 (43、38)

5月9日(月)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック大会

龍ヶ崎カントリー倶楽部 ( 7013Yards   Par 72 )


