
会場：

期日：

エントリー： 109名

出場： 103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 長崎 拓実 中央大 67 (34、33) 41 石原 裕士 東千葉 82 (43、39) 伊勢 直史 レインボーヒルズ 89 (43、46)

2 丁 志優 那須小川 72 (36、36) 松本 武夫 成田GC 82 (43、39) 角田 孝幸 セントラル 89 (43、46)

3 村上 拓海 那須小川 73 (35、38) 中村 大聖 扶桑 82 (42、40) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 89 (42、47)

4 堀越 勘太 関東ジュニア 74 (36、38) 中村 英明 千葉国際 82 (41、41) 高橋 洋平 オリムピック 89 (41、48)

5 大沼 竜也 中央学院大 75 (40、35) 齋藤 巖 総武 82 (41、41) 86 佐藤 正樹 京葉 90 (44、46)

宮内 孝輔 東北福祉大 75 (38、37) 丹羽 基広 小金井 82 (40、42) 小林 祐介 東千葉 90 (43、47)

7 小寺 聡司 習志野 76 (39、37) 吉田 潔 本千葉 82 (39、43) 88 金子 壽波留 水戸 92 (46、46)

石毛 一輝 新千葉 76 (39、37) 48 鈴木 教大 房州 83 (44、39) 西野 貴浩 佐原 92 (46、46)

木村 仁 玉造 76 (38、38) 中村 竜 水戸レイクス 83 (42、41) 石田 未来 新千葉 92 (42、50)

横溝 武蔵 関東ジュニア 76 (36、40) 中上 浩三 浜野 83 (42、41) 91 溝端 隆一 千葉 93 (48、45)

11 須藤 啓太 中央学院大 77 (39、38) 木名瀬 和重 水戸 83 (41、42) 大塚 洋二 京葉 93 (47、46)

吉田 大樹 麻倉 77 (38、39) 森本 正博 グレンオークス 83 (41、42) 中村 康彦 小金井 93 (47、46)

武田 正輝 オーク・ヒルズ 77 (38、39) 成塚 義治 浜野 83 (40、43) 箕山 理 成田GC 93 (44、49)

Tulathimutte Kan 石岡 77 (35、42) 平岡 成介 美浦 83 (40、43) 諏訪 邦彦 京葉 93 (44、49)

関 英将 草津 77 (35、42) 佐藤 光介 コスモクラシック 83 (40、43) 96 田中 秀直 セントラル 94 (47、47)

16 渡部 美和 鹿野山 78 (40、38) 澁谷 功 京葉 83 (40、43) 野口 兼一 富士御殿場 94 (46、48)

千葉 涼晴 水戸レイクス 78 (40、38) 57 高橋 洋 マグレガー 84 (43、41) 98 日暮 浩之 藤ヶ谷 95 (47、48)

中澤 紀和 那須小川 78 (39、39) 和田 敏郎 成田ヒルズ 84 (42、42) 99 荒川 慶量 京葉 96 (48、48)

寺澤 正博 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 下村 安敏 佐原 84 (42、42) 100 伊谷 健 東千葉 97 (51、46)

塩田 一史 白鳳 78 (38、40) 相馬 智人 スカイウェイ 84 (42、42) 高橋 正明 房州 97 (48、49)

渡辺 顕展 高根 78 (38、40) 片岡 弘幸 上総モナーク 84 (41、43) 102 和田 泰治 房総 99 (50、49)

鈴木 晃祐 関東ジュニア 78 (38、40) 小倉 龍 セントラル 84 (36、48) 棄権 本山 雄一郎 カレドニアン

福田 亮太 東千葉 78 (37、41) 63 濱田 圭一 京葉 85 (43、42) 欠場 山下 憲二 美浦

24 早乙女 剛史 皐月･佐野 79 (44、35) 鈴木 隆之 平川 85 (43、42) 欠場 高橋 恭一 京葉

満留 正彰 美浦 79 (39、40) 大木 陽亮 石岡 85 (42、43) 欠場 本澤 顕一 日高

朝日向 翼 ニッソー 79 (39、40) 伊谷 亮祐 東千葉 85 (42、43) 欠場 山本屋 一太 葉山国際

真辺 則光 総武 79 (39、40) 67 山野 国士 長太郎 86 (46、40) 欠場 鈴木 秀恒 カレドニアン

尾崎 博之 総武 79 (38、41) 田中 克幸 鎌ヶ谷 86 (44、42) 欠場 片岡 正治 グレンオークス

29 門田 実 新千葉 80 (43、37) 永野 誠 京葉 86 (44、42)

村田 達勇 成田ヒルズ 80 (40、40) 冨田 茂 富士笠間 86 (43、43)

加藤 靖司 鎌ヶ谷 80 (39、41) 大原 健陽 東北福祉大 86 (41、45)

根本 幸範 水戸 80 (39、41) 72 山本 将嗣 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (46、41)

松丸 佳孝 成田東 80 (36、44) 田村 高広 成田GC 87 (45、42)

34 田村 一美 千葉夷隅 81 (42、39) 東 紘平 神奈川 87 (44、43)

鈴木 正一郎 龍ヶ崎 81 (41、40) 鈴木 克彦 船橋 87 (41、46)

玉造 政洋 セントラル 81 (41、40) 徳山 隆 総武 87 (41、46)

佐藤 雄紀 マグレガー 81 (41、40) 77 相馬 賢一 コスモクラシック 88 (46、42)

福島 太一朗 成田ハイツリー 81 (40、41) 工藤 黎 那須小川 88 (44、44)

川畑 京太郎 水戸レイクス 81 (38、43) 吉田 文一 高根 88 (43、45)

川西 旦浄 山梨学院大 81 (37、44) 奥村 祥国 真名 88 (41、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 81 関本 勝 上総モナーク 89 (44、45)

4月10日(月)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

京葉カントリー倶楽部( 6806Yards   Par 72 )


