
会場：

期日：

エントリー： 91名

出場： 85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 大野 倖 長太郎 72 (37、35) 吉本 裕貴 東北福祉大 85 (41、44) 82 大村 雅人 富士OGM・市原 102 (45、57)

2 水上 晃一 袖ヶ浦 74 (38、36) 42 浜村 光一 袖ヶ浦 86 (43、43) 83 川崎 竜児 太平洋・御殿場 105 (55、50)

3 鎌田 宗一郎 法政大 75 (39、36) 斉藤 正人 南総 86 (42、44) 失格 今福 浩之 成田GC

伊藤 良輔 土浦 75 (38、37) 水上 佳昭 鶴舞 86 (42、44) 棄権 牧瀬 正 カレドニアン

5 野代 雅樹 千葉国際 76 (39、37) 石井 一久 成田GC 86 (41、45) 欠場 根本 宏幸 本千葉

6 坂輪 成章 平川 77 (39、38) 佐藤 充利 成田ハイツリー 86 (40、46) 欠場 小西 治幸 総武

松下 定弘 カレドニアン 77 (39、38) 47 小野 光弘 中央学院大 87 (46、41) 欠場 嶋野 菊治 加茂

武田 直人 法政大 77 (37、40) 佐々木 康夫 鶴舞 87 (45、42) 欠場 柳下 俊明 平塚富士見

杉山 稔 総武 77 (37、40) 藤田 政嗣 ロイヤルスター 87 (43、44) 欠場 田村 巌 成田ヒルズ

10 齋藤 恭正 成田ハイツリー 79 (38、41) 関根 範丈 麻倉 87 (42、45) 欠場 石毛 尚起 万木城

増田 康平 中央学院大 79 (38、41) 藤沼 拓人 入間 87 (41、46)

松下 宗嗣 カレドニアン 79 (37、42) 52 伊藤 治 袖ヶ浦 88 (49、39)

13 布川 義久 袖ヶ浦 80 (40、40) 政岡 貴志 キングフィールズ 88 (47、41)

片山 貴由 ロイヤルスター 80 (40、40) 清川 博 千葉夷隅 88 (47、41)

原田 安浩 ノースショア 80 (40、40) 岩沢 欣裕 大洗 88 (47、41)

勝田 兵吉 成田GC 80 (40、40) 渡辺 信明 キャスコ花葉 88 (44、44)

河原 健吾 ザ ナショナル・千葉 80 (38、42) 橋本 哲夫 総武 88 (43、45)

18 大塚 大樹 東北福祉大 81 (42、39) 酒井 昌伸 彩の森 88 (42、46)

小川 貴央 新千葉 81 (42、39) 大場 歓 埼玉国際 88 (42、46)

20 林 光一 きみさらず 82 (46、36) 市原 澄彦 イーグルポイント 88 (41、47)

飛鳥井 正仁 東名厚木 82 (42、40) 61 津久浦 邦明 レインボーヒルズ 89 (48、41)

原田 晃 袖ヶ浦 82 (41、41) 工藤 博 千葉 89 (46、43)

照沼 純平 大平台 82 (41、41) 高原 竜弥 JGM セベバレステロス 89 (46、43)

田邉 練 中央学院大 82 (41、41) 榎本 隆司 都賀 89 (46、43)

八木 伸二 東千葉 82 (40、42) 奥田 堅太郎 中山 89 (45、44)

田中 将吾 水戸 82 (39、43) 66 野口 道男 ブリック＆ウッド 90 (47、43)

27 半田 紘夢 櫛形 83 (45、38) 丹治 正義 東千葉 90 (46、44)

河田 敏秀 大利根 83 (43、40) 上野 敬輔 中山 90 (46、44)

河野 淳一 袖ヶ浦 83 (43、40) 69 大原 俊弘 グレンオークス 91 (52、39)

浅野 正幸 東千葉 83 (42、41) 池谷 圭司 大平台 91 (47、44)

山口 祐介 鎌ヶ谷 83 (41、42) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 91 (46、45)

本庄 政哉 鶴舞 83 (39、44) 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (45、46)

33 押田 凌大郎 那須小川 84 (43、41) 瀬口 卓 大平台 91 (44、47)

下庄 桂司 成田GC 84 (43、41) 小川 栄治 習志野 91 (43、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 75 中野 秀樹 宍戸ヒルズ 93 (51、42)

渡辺 陽平 ギャツビイ 84 (42、42) 久我 拓也 新千葉 93 (45、48)

36 和田 考行 相模野 85 (46、39) 大谷 隆俊 富士OGM・市原 93 (43、50)

青木 敏行 富士OGM・市原 85 (45、40) 78 北牧 裕幸 長岡 95 (44、51)

岡村 善裕 平川 85 (44、41) 白鳥 宏司 袖ヶ浦 95 (41、54)

土橋 健 東千葉 85 (43、42) 80 岡野 茂樹 大平台 97 (51、46)

鈴木 康友 太平洋・佐野ヒルクレスト 85 (42、43) 齋 和彦 カレドニアン 97 (48、49)

4月14日(金)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第11会場予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース( 7104Yards   Par 72 )


