
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 153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 中野 幹生 東京五日市 73 (39、34) 園部 潤 メイレイクヒルズ 81 (40、41) 篠原 株登 東京五日市 85 (43、42) 澤邊 彰 都賀 91 (47、44)

橋本 竜摩 太田双葉 73 (36、37) 久田 謙 武蔵 81 (40、41) 原 勝義 鳩山 85 (42、43) 小林 好司 飯能 91 (46、45)

3 宮下 大周 関東ジュニア 74 (37、37) 竹原 立望 那須小川 81 (40、41) 丸山 晋一郎 太平洋・御殿場 85 (42、43) 前田 正雄 岡部チサン 91 (46、45)

山本 雄太 早稲田大 74 (36、38) 遠藤 一生 法政大 81 (39、42) 金子 金之亮 越生 85 (41、44) 高橋 敬二 川越 91 (46、45)

5 宮本 清 高坂 75 (39、36) 目黒 学 日本海 81 (39、42) 小林 賢司 飯能グリーン 85 (40、45) 服部 上 寄居 91 (45、46)

小山 宏充 長野 75 (38、37) 大西 健太 中央学院大 81 (38、43) 土田 晃成 さいたま梨花 85 (39、46) 128 木村 直弘 寄居 92 (49、43)

田中 晋之介 専修大 75 (36、39) 石川 雄姿 レーサム 81 (38、43) 88 加藤 成二 岡部チサン 86 (46、40) 竹田 裕司 妙高 92 (46、46)

8 佐藤 卓郎 オリムピック 76 (40、36) 志塚 俊平 埼玉国際 81 (37、44) 斎藤 大輝 石地シーサイド 86 (45、41) 大川戸 弘治 さいたま 92 (46、46)

高橋 雅也 嵐山 76 (38、38) 50 斉藤 匠 柏崎 82 (42、40) 山岸 宥喜 JGMベルエア 86 (45、41) 原 仁 リバーサイドフェニックス 92 (46、46)

長倉 聖弥 鹿沼72 76 (37、39) 田中 俊行 鳩山 82 (42、40) 藤原 実輝 那須小川 86 (45、41) 菅野 大太 秋山 92 (44、48)

西片 太一 埼玉国際 76 (37、39) 川田 直人 法政大 82 (41、41) 横田 浩 鳩山 86 (44、42) 133 前田 和彦 さいたま 93 (48、45)

桐生 慎太郎 柏崎 76 (36、40) 井川 智一郎 初穂 82 (41、41) 長嶋 文太 川越 86 (42、44) 古屋 佳男 武蔵 93 (46、47)

冨永 龍介 嵐山 76 (36、40) 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41) 倉持 昭 つくばね 86 (42、44) 淡路 恋 上総富士 93 (45、48)

14 黒滝 公彦 エーデルワイス 77 (38、39) 木村 元一 児玉 82 (41、41) 95 安藤 敬一郎 大栄 87 (44、43) 山下 太郎 JGMベルエア 93 (45、48)

15 青木 竜真 那須小川 78 (42、36) 一宮 京介 東京国際大 82 (40、42) 新井 一之 あさひヶ丘 87 (44、43) 落合 直人 寄居 93 (45、48)

松井 源太 越後 78 (40、38) 杉山 大作 大宮国際 82 (40、42) 川上 雅利 鳩山 87 (44、43) 138 小室 誠 鳩山 94 (48、46)

太田 秀樹 エーデルワイス 78 (39、39) 堀内 利信 東京五日市 82 (39、43) 竹内 正己 川越 87 (42、45) 139 瀬良垣 淳 岡部チサン 95 (50、45)

今村 吉臣 神奈川 78 (38、40) 長尾 博文 青梅 82 (38、44) 長野 修 武蔵松山 87 (41、46) 140 横戸 祐司 松本 96 (51、45)

五十嵐 将矢 柏崎 78 (38、40) - 以 上、 予 選 通 過 － 宝地戸 展幸 高坂 87 (40、47) 室田 延宏 オリムピック 96 (48、48)

粉川 直孝 千葉 78 (37、41) 60 竹澤 功泰 大日向 83 (43、40) 101 大家 成登 石地シーサイド 88 (47、41) 早川 守 セゴビア 96 (47、49)

21 染島 義明 つくばね 79 (42、37) 落合 滋 さいたま梨花 83 (43、40) 佐藤 力 美里 88 (47、41) 岡部 行伸 太田双葉 96 (45、51)

宗形 啓吾 那須小川 79 (41、38) 岡部 開斗 太田双葉 83 (42、41) 西澤 健司 穂高 88 (47、41) 144 佐々木 真 千葉夷隅 98 (47、51)

村山 浩伸 エーデルワイス 79 (37、42) 松下 公哉 森林公園 83 (42、41) 菊地 一郎 塩原 88 (46、42) 145 長瀬 正人 ノーザン錦ヶ原 99 (48、51)

神戸 誠 太田双葉 79 (37、42) 永野 雄亮 かずさ 83 (41、42) 稲村 隆浩 セゴビア 88 (43、45) 波方 孝 十日町 99 (46、53)

25 川上 猛鳴 東京五日市 80 (43、37) 阿部 政則 初穂 83 (41、42) 内田 裕 美里 88 (43、45) 147 平山 和成 都賀 101 (51、50)

篠崎 直樹 東京湾 80 (42、38) 篠 慶弥 飯能 83 (40、43) 山口 哲央 寄居 88 (40、48) 島袋 真一 千葉国際 101 (50、51)

篠崎 嘉音 那須カントリー 80 (42、38) 東 剛克 城西大 83 (38、45) 108 加藤 政和 早稲田大 89 (47、42) 松本 大助 鳩山 101 (48、53)

中澤 獎太 岡部チサン 80 (42、38) 良川 卓也 塩原 83 (37、46) 大神田 巧 河口湖 89 (46、43) 150 由良 博文 鳩山 107 (53、54)

吉田 壮一郎 さいたま 80 (41、39) 69 横川 修平 松ヶ峯 84 (47、37) 尾崎 勉 白水 89 (46、43) 棄権 宇野 康二 越生

舘浦 圭 千葉 80 (41、39) 佐藤 礼弥 川越 84 (44、40) 田中 健司 飯能グリーン 89 (45、44) 棄権 平井 宏房 伊豆にらやま

山内 一輝 東京国際大 80 (40、40) 吉越 修 立科 84 (44、40) 星野 節二 長岡 89 (45、44) 棄権 上村 岩男 越生

田村 敏明 小千谷 80 (40、40) 黒石 公一 米山水源 84 (43、41) 梅澤 吉朗 初穂 89 (44、45) 欠場 宮下 昌俊 松本

新藤 冴 サンコー72 80 (40、40) 額賀 逸朗 船橋 84 (43、41) 114 佐藤 竜司 埼玉国際 90 (46、44) 欠場 成田 正樹 飯能

杉田 龍英 凾南 80 (40、40) 鈴木 明 高坂 84 (43、41) 高橋 幸一 川越 90 (46、44) 欠場 飯塚 隆 熊谷

川口 智宏 埼玉国際 80 (39、41) 岡部 雄斗 太田双葉 84 (42、42) 安部 景一 川越 90 (45、45) 欠場 髙橋 靜司 セゴビア

田中 一輝 JGMベルエア 80 (39、41) 小林 響 那須小川 84 (41、43) 嶋田 順一 高坂 90 (44、46) 欠場 阿部 逸朗 日高

松島 圭祐 専修大 80 (38、42) 小林 勇一郎 岡部チサン 84 (41、43) 小林 立夫 鳩山 90 (44、46) 欠場 高野 秀治 鳩山

38 金井 篤司 岡部チサン 81 (41、40) 78 渡邉 裕史 オリムピック 85 (46、39) 竹本 泰雅 ディアレイク 90 (42、48) 欠場 阿部 祐希 湯田上

山田 健悟 那須小川 81 (41、40) 星野 友成 嵐山 85 (45、40) 平林 浩二 都留 90 (42、48)

高橋 薫 高坂 81 (41、40) 馬場 聖哉 那須小川 85 (45、40) 坂本 僚平 栗橋國際 90 (41、49)

鈴木 秀幸 鹿沼 81 (40、41) 来住野 忠之 さいたま 85 (44、41) 122 瀬谷 真大 つくばね 91 (49、42)

4月10日(月)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第8会場予選競技

鳩山カントリークラブ( 7017Yards   Par 72 )


