
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 157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 梶原 正吾 明治大 67 (34、33) 永井 英輔 東京国際 75 (37、38) 木村 正伸 伊香保GC 78 (40、38) 平野 海里 鹿沼72 82 (40、42)

2 長澤 奨 パ協 68 (33、35) 橋本 竜摩 太田双葉 75 (37、38) 高倍 淳一 東京五日市 78 (39、39) 124 大川 厚志 玉造 83 (44、39)

3 濱津 拓真 山梨学院大 70 (37、33) 鈴木 理央 ユニオンエース 75 (36、39) 中川 雅義 沼津 78 (39、39) 山本 二朗 相模原 83 (43、40)

金森 祐介 富士チサン 70 (37、33) 阿佐 和典 日本大 75 (35、40) 横山 喜代春 小田原･日動御殿場 78 (39、39) 細沼 実 JGM高崎ベルエア 83 (43、40)

北山 健太郎 ラインヒル 70 (36、34) 45 長野 京介 サンコー72 76 (41、35) 大久保 慎也 さいたま梨花 78 (39、39) 関 英将 草津 83 (42、41)

伊藤 優太 東京五日市 70 (36、34) 石井 一功 クリスタル 76 (39、37) 藤原 実輝 那須小川 78 (39、39) 緑川 貴大 葉山国際 83 (42、41)

塚本 岳 TEAM KGA ジュニア 70 (34、36) 大森 崇弘 山梨県アマ 76 (39、37) 青木 竜真 那須小川 78 (36、42) 山田 祥暉 駒澤大 83 (41、42)

横川 修平 松ヶ峯 70 (33、37) 澤瀬 遼馬 日本大 76 (39、37) 89 神山 直樹 パ協 79 (42、37) 長倉 聖弥 鹿沼72 83 (41、42)

9 大石 優 慶應義塾大 71 (37、34) 川上 猛鳴 東京五日市 76 (39、37) 守屋 克則 中津川 79 (41、38) 上條 五大 長野県ゴルフ協会 83 (38、45)

芳崎 陽紀 扶桑 71 (36、35) 小林 浩之 諏訪湖 76 (39、37) 屋代 亮 大厚木 79 (41、38) 132 大久保 学 花生 84 (45、39)

本間 佑 鹿沼72 71 (34、37) 広田 文雄 長野 76 (38、38) 中野 幹生 東京五日市 79 (41、38) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 84 (44、40)

12 櫻井 カハラ 日本大 72 (37、35) 小川 遼太郎 那須小川 76 (38、38) 河邊 博和 中津川 79 (40、39) 竹内 貴広 鴻巣 84 (43、41)

鈴木 海斗 関東ジュニア 72 (36、36) 加藤 勇希 専修大 76 (38、38) 吉田 文雄 東松山 79 (40、39) 仙庭 俊哉 東京国際大 84 (43、41)

新藤 冴 クリスタル 72 (36、36) 和田 雅英 東京五日市 76 (37、39) 榊田 剛 青梅 79 (40、39) 岡田 光史 嵐山 84 (42、42)

15 平本 世中 東名厚木 73 (38、35) 河本 剛 ギャツビイ 76 (35、41) 林 侃汰朗 櫛形 79 (40、39) 永田 剛士 富士宮 84 (42、42)

岩本 一陽 専修大 73 (37、36) 56 饒田 剛央 東京国際 77 (42、35) 松井 篤 太平洋・御殿場 79 (38、41) 土田 晃成 さいたま梨花 84 (41、43)

鶴田 貴也 ロイヤルスター 73 (37、36) 田代 猛 東名厚木 77 (41、36) 98 坂場 大希 オリムピック・レイクつぶらだ 80 (44、36) 139 飯塚 裕一 藤岡 85 (46、39)

和田 博 袖ヶ浦 73 (37、36) 川田 直人 法政大 77 (41、36) 杉田 龍英 凾南 80 (42、38) 高橋 晋伸輔 関東国際 85 (45、40)

岡田 大輔 那須小川 73 (36、37) 富松 和彦 初穂 77 (40、37) 金井 篤司 岡部チサン 80 (42、38) 垣守 博 富士チサン 85 (44、41)

木庭 輝 那須小川 73 (35、38) 大久保 克海 穂高 77 (40、37) 澤邊 彰 都賀 80 (41、39) 志渡 智宏 平塚富士見 85 (43、42)

21 義澤 秀雄 東名厚木 74 (41、33) 阿部 祐希 湯田上 77 (40、37) 高橋 夢人 フォレスト 80 (41、39) 143 小林 正志 森林公園 86 (45、41)

栗原 悠宇 TEAM KGA ジュニア 74 (39、35) 齊藤 瑞己 那須小川 77 (40、37) 赤羽 宏優 諏訪レイクヒル 80 (41、39) 淡路 恋 上総富士 86 (45、41)

川岸 滉平 矢板 74 (38、36) 野口 拓斗 那須小川 77 (39、38) 中村 勝郁 伊勢原 80 (40、40) 細野 敏彦 武蔵野 86 (44、42)

水戸 颯 フォレスト 74 (38、36) 阿部 政則 初穂 77 (39、38) 宮下 雄一 浜野 80 (40、40) 泉 毅 大厚木 86 (44、42)

金子 直矢 パ協 74 (38、36) 五十嵐 瑠亜 那須小川 77 (38、39) 松本 優人 玉川 80 (40、40) 村山 浩伸 エーデルワイス 86 (41、45)

小川 詠次郎 那須小川 74 (37、37) 神戸 誠 太田双葉 77 (38、39) 園部 潤 メイレイクヒルズ 80 (39、41) 148 保泉 悠太 日本大 87 (46、41)

吉田 隼人 太平洋・佐野ヒルクレスト 74 (37、37) 平本 達哉 相模原 77 (38、39) 108 阿部 元則 凾南 81 (43、38) 米山 勇樹 東富士 87 (46、41)

黒川 大輝 東京五日市 74 (36、38) 大浦 正太郎 太平洋・御殿場 77 (37、40) 市川 清 森林公園 81 (43、38) 李 傑 那須小川 87 (44、43)

田村 浩一 太平洋・御殿場 74 (36、38) 西片 太一 埼玉国際 77 (37、40) 山内 一輝 東京国際大 81 (43、38) 原田 佳樹 那須小川 87 (42、45)

石坂 友宏 TEAM KGA ジュニア 74 (35、39) 茅野 弘喜 諏訪湖 77 (37、40) 坂場 将希 オリムピック・レイクつぶらだ 81 (43、38) 152 加藤 至康 富士宮 88 (44、44)

31 竹内 大 日本大 75 (40、35) 竹内 巧 東京国際大 77 (36、41) 斉藤 優作 那須小川 81 (41、40) 153 金山 直道 姉ヶ崎 89 (47、42)

大野 達朗 武蔵 75 (39、36) 大家 光世 越後 77 (36、41) 高橋 昌也 サニー 81 (40、41) 田中 照美 エーデルワイス 89 (46、43)

都 和馬 専修大 75 (39、36) 小室 順 太平洋・佐野ヒルクレスト 77 (35、42) 園田 昂生 大熱海国際 81 (39、42) 品本 優 駒澤大 89 (46、43)

野口 裕太 パ協 75 (38、37) 74 宗形 啓吾 那須小川 78 (42、36) 115 福富 祥倫 クリスタル 82 (43、39) 156 小林 賢司 飯能グリーン 91 (46、45)

鈴木 辰海 房州 75 (38、37) 船橋 数晃 岡部チサン 78 (42、36) 坂 航 メイレイクヒルズ 82 (43、39) 157 高橋 聡 鴻巣 95 (49、46)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 新垣 厚樹 TEAM KGA ジュニア 78 (41、37) 小林 正尚 レインボー 82 (43、39) 欠場 須山 祐介 矢板

有賀 正起 群馬県ゴルフ連盟 75 (38、37) 高橋 一誠 岡部チサン 78 (41、37) 佐藤 雄紀 マグレガー 82 (42、40) 欠場 大神田 巧 河口湖

宮下 大周 那須小川 75 (38、37) 志塚 俊平 埼玉国際 78 (40、38) 伊藤 俊行 富士チサン 82 (42、40) 欠場 渡邉 明稔 森林公園

佐藤 瑛 専修大 75 (37、38) 石原 航輝 日本大 78 (40、38) 加藤 成二 岡部チサン 82 (41、41)

山口 留以 富士箱根 75 (37、38) 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 78 (40、38) 照沼 純平 大平台 82 (41、41)

中村 正美 小田原･松田 75 (37、38) 坪井 浩一 相模原 78 (40、38) 高橋 薫 高坂 82 (40、42)

5月10日(火)

平成28年度関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

石坂ゴルフ倶楽部 ( 7010Yards   Par 72 )


