
会場：

期日：

エントリー： 108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 美村 凌我 鹿沼72 73 (39、34) 光山 成夫 東名 81 (39、42) 斉藤 貴己 沼津 87 (42、45)

2 森山 錬 鹿沼72 75 (40、35) 朝見 賢光 津久井湖 81 (38、43) 83 森 健太郎 横浜 88 (45、43)

山田 直紀 小田原･松田 75 (40、35) 晝間 隆広 平塚富士見 81 (38、43) 金森 圭太朗 日高 88 (44、44)

江坂 将一 慶應義塾大 75 (40、35) 44 杉井 俊之 新千葉 82 (43、39) 萩野 邦宏 皐月･佐野 88 (44、44)

吉村 幸樹 水戸レイクス 75 (37、38) 犬飼 泰我 TEAM KGA ジュニア 82 (42、40) 怒谷 直志 鎌倉 88 (43、45)

林 恭平 TEAM KGA ジュニア 75 (36、39) 石田 哲次郎 上総モナーク 82 (42、40) 87 青木 優弥 慶應義塾大 89 (46、43)

中跡 朝臣 富士宮 75 (36、39) 小室 敬偉 那須小川 82 (41、41) 小澤 隆 オリムピック 89 (45、44)

8 小松 拓夢 房総 76 (41、35) 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (40、42) 金沢 智裕 太平洋・御殿場 89 (43、46)

猪股 英昭 平塚富士見 76 (40、36) 山ノ上 利充 秦野 82 (39、43) 中田 昌宏 平塚富士見 89 (41、48)

武田 大輔 慶應義塾大 76 (39、37) 50 野田 憲正 東京カントリー 83 (43、40) 91 栁川 凌平 小田原･日動御殿場 90 (47、43)

永井 英輔 東京国際 76 (38、38) 清野 誠 伊勢原 83 (43、40) 峯澤 克之 メイプルポイント 90 (44、46)

大久保 海 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 彦坂 裕一 成田ハイツリー 83 (43、40) 93 桑原 広樹 ルーデンス 91 (47、44)

吉野 達也 大厚木 76 (37、39) 間 太郎 慶應義塾大 83 (42、41) 前山 正隆 富士小山 91 (46、45)

14 千北 嘉太 太平洋・御殿場 77 (38、39) 吉田 裕紀 鎌倉 83 (42、41) 95 宮川 剛 寄居 92 (45、47)

15 野村 卓洋 平塚富士見 78 (42、36) 山本 充 鶴舞 83 (41、42) 96 新井田 尚弘 東名 93 (45、48)

高橋 信一 平川 78 (42、36) 島田 勇介 明治大 83 (41、42) 97 志賀 弘史 秦野 95 (47、48)

濱宮 勇樹 富士箱根 78 (40、38) 新毛 達朗 慶應義塾大 83 (40、43) 98 小野寺 伸次 小田原･松田 97 (52、45)

出水田 裕輝 富士 78 (40、38) 松谷 英樹 太平洋・御殿場 83 (39、44) 細田 忠司 武蔵野 97 (49、48)

平本 達哉 相模原 78 (39、39) 59 梅原 和典 立野クラシック 84 (47、37) 岡庭 将太郎 慶應義塾大 97 (47、50)

森 昌俊 フジ天城 78 (38、40) 星野 英彦 太平洋・御殿場 84 (43、41) 101 小川 黎 明治大 98 (49、49)

21 勝山 邦彦 千葉 79 (40、39) 待合 勇史 平塚富士見 84 (43、41) 棄権 金森 圭史朗 日高

小川 陽一 富士小山 79 (40、39) 田村 祐二 明治大 84 (42、42) 棄権 長谷川 太郎 平川

花山 大輔 ギャツビイ 79 (40、39) 後藤 大河 明治大 84 (40、44) 欠場 関 晴樹 戸塚

高村 和央 富士箱根 79 (40、39) 森 拓 慶應義塾大 84 (36、48) 欠場 中村 誠 横浜

内田 航貴 伊勢原 79 (39、40) 65 都築 慧 慶應義塾大 85 (45、40) 欠場 和泉 満 ロイヤルスター

武藏 圭太 平塚富士見 79 (39、40) 大石 哲 成田ハイツリー 85 (43、42) 欠場 永山 守 武蔵野

荘司 将貴 水戸レイクス 79 (38、41) 青野 栄一 清川 85 (42、43) 欠場 山本 和樹 大厚木

28 関口 洋一 平塚富士見 80 (43、37) 鬼頭 謙治 平塚富士見 85 (42、43)

渡部 順 鶴舞 80 (42、38) 斉藤 旬 南富士 85 (41、44)

菊地 展弘 フジ天城 80 (41、39) 菊嶋 勇次 小田原･日動御殿場 85 (40、45)

河原 弘和 南富士 80 (41、39) 木村 隆司 慶應義塾大 85 (39、46)

岡田 裕 那須カントリー 80 (40、40) 72 佐々木 龍二 カレドニアン 86 (46、40)

鈴木 正樹 キングフィールズ 80 (40、40) 榎本 剛之 袖ヶ浦 86 (45、41)

加藤 寛之 明治大 80 (37、43) 野堀 久司 東京国際 86 (44、42)

35 横山 隆乃助 那須小川 81 (43、38) 市原 敏隆 メイプルポイント 86 (43、43)

菊地 晋太朗 慶應義塾大 81 (41、40) 三堀 秀樹 芦の湖 86 (40、46)

津葉井 慎弥 富里 81 (40、41) 77 池上 典成 鶴舞 87 (48、39)

内田 典明 カレドニアン 81 (40、41) 佐藤 文友 成田ハイツリー 87 (48、39)

齋藤 光 扶桑 81 (39、42) 鶴薗 弘明 立野クラシック 87 (44、43)

宮下 恵 万木城 81 (39、42) 勝本 武 南富士 87 (43、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 鈴木 健太郎 太平洋・御殿場 87 (43、44)

4月17日(月)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

平塚富士見カントリークラブ 大磯コース( 6663Yards   Par 72 )


