
会場：

期日：

エントリー： 153名

出場： 146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 鈴木 海斗 明治大 70 (35、35) 濱宮 勇樹 富士箱根 78 (39、39) 佐藤 飛鳥 オリムピック・レイクつぶらだ 81 (39、42) 吉田 文雄 東松山 86 (42、44)

2 石坂 友宏 TEAM KGA ジュニア 71 (36、35) 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 78 (39、39) 野本 椋太郎 那須小川 81 (39、42) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 86 (42、44)

3 半田 匠佳 杉ノ郷 72 (36、36) 関 徹也 赤城国際 78 (39、39) 関 駿斗 葉山国際 81 (39、42) 仲村 高穂美 中山 86 (41、45)

4 岩富 凱也 関東ジュニア 73 (38、35) 森田 喜一郎 千葉 78 (39、39) 山口 茂夫 美浦 81 (39、42) 西山 大翔 グリーンパーク 86 (40、46)

東 幸司 オリムピック 73 (38、35) 鈴木 祥一郎 鹿沼72 78 (38、40) 86 河原 弘和 南富士 82 (43、39) 127 岡田 裕 那須カントリー 87 (46、41)

6 内田 直輝 TEAM KGA ジュニア 74 (40、34) 46 浮ヶ谷 博之 千葉 79 (43、36) 吉野 達也 大厚木 82 (42、40) 加藤 寛之 明治大 87 (45、42)

花山 大輔 ギャツビイ 74 (39、35) 小松 拓夢 房総 79 (41、38) 渡辺 正樹 鹿沼プレミア 82 (42、40) 小川 陽一 富士小山 87 (44、43)

渋谷 晃太郎 サンヒルズ 74 (39、35) 野村 龍太郎 那須小川 79 (40、39) 松本 拓人 玉川 82 (41、41) 吉本 壽宏 武蔵 87 (44、43)

山田 大晟 東名厚木 74 (37、37) 長沢 昌彦 サンヒルズ 79 (40、39) 高橋 夢人 新発田城 82 (40、42) 高橋 信一 平川 87 (43、44)

10 鈴木 隆太 ザ・レイクス 75 (39、36) 菊地 展弘 フジ天城 79 (40、39) 東城 幸翼 関東ジュニア 82 (39、43) 132 磯谷 宏行 岡部チサン 88 (49、39)

高橋 一誠 岡部チサン 75 (39、36) 長野 京介 サンコー72 79 (40、39) 馬場 輝雄 八幡 82 (39、43) 大久保 海 TEAM KGA ジュニア 88 (45、43)

美村 凌我 鹿沼72 75 (36、39) 平本 達哉 相模原 79 (40、39) 小川 文平 サンヒルズ 82 (39、43) 田中 健太郎 明治大 88 (45、43)

寺辻 真生 関東ジュニア 75 (36、39) 岩堀 眞規 カレドニアン 79 (40、39) 94 佐藤 克哉 横浜国立大 83 (44、39) 135 渡邊 賢作 龍ヶ崎 89 (43、46)

池田 悠太 杉ノ郷 75 (35、40) 佐久間 怜央 栗橋國際 79 (40、39) 大栗 平 那須小川 83 (44、39) 136 関口 洋一 平塚富士見 90 (49、41)

15 大家 光世 越後 76 (40、36) 鈴木 理央 ユニオンエース 79 (40、39) 渡邊 利明 石坂 83 (42、41) 坂田 真都 大宮国際 90 (48、42)

石川 航 埼玉県アマ 76 (40、36) 齋藤 光 扶桑 79 (38、41) 小林 隆寿 東千葉 83 (40、43) 野村 卓洋 平塚富士見 90 (43、47)

鈴木 辰海 関東ジュニア 76 (40、36) 中野 秀昭 富士笠間 79 (38、41) 沼田 凌 鹿沼72 83 (38、45) 高村 和央 富士箱根 90 (43、47)

勝俣 陵 玉川 76 (39、37) 58 渡部 順 鶴舞 80 (44、36) 99 佐藤 秀明 小千谷 84 (47、37) 140 玉木 田秀 さいたま 91 (48、43)

金田 崇宏 筑波 76 (38、38) 森山 錬 鹿沼72 80 (43、37) 森山 友貴 TEAM KGA ジュニア 84 (45、39) 141 中本 光 小田原･日動御殿場 93 (48、45)

内田 航貴 伊勢原 76 (37、39) 原田 大雅 パ協 80 (42、38) 若林 徹 鹿沼プレミア 84 (45、39) 小屋 将一朗 TEAM KGA ジュニア 93 (46、47)

伊藤 泰良 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 安保 勇希 那須小川 80 (42、38) 松本 優人 玉川 84 (45、39) 時田 聖也 那須小川 93 (44、49)

野口 裕太 パ協 76 (36、40) 永井 英輔 東京国際 80 (41、39) 吉村 幸樹 水戸レイクス 84 (45、39) 144 江坂 将一 慶應義塾大 94 (48、46)

小林 浩之 諏訪湖 76 (36、40) 富田 雅之 麻倉 80 (41、39) 勝山 邦彦 千葉 84 (43、41) 竹入 颯真 富士チサン 94 (42、52)

24 樋口 匠 コスモクラシック 77 (42、35) 山田 真輝 那須小川 80 (40、40) 宮下 恵 万木城 84 (42、42) 146 竹入 晟生 富士チサン 98 (47、51)

中島 央樹 櫛形 77 (41、36) 広田 文雄 長野 80 (40、40) 倉島 保一 真名 84 (42、42) 欠場 猪股 英昭 平塚富士見

村岡 侑哉 関東ジュニア 77 (41、36) 佐藤 翔太 那須小川 80 (39、41) 石毛 誠 南摩城 84 (42、42) 欠場 森 昌俊 フジ天城

服部 滋多 白帆 77 (40、37) 高梨 涼介 扶桑 80 (39、41) 菊地 晋太朗 慶應義塾大 84 (41、43) 欠場 萬代 誠二 久邇

中村 一隆 関東ジュニア 77 (40、37) 大石 優 慶應義塾大 80 (39、41) 大日 健 寄居 84 (41、43) 欠場 岡田 睦広 レーサム

中山 和昭 大洗 77 (39、38) 中村 勇貴 TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 斉藤 隼人 TEAM KGA ジュニア 84 (41、43) 欠場 内田 典明 カレドニアン

村越 元彰 宍戸ヒルズ 77 (39、38) 細谷 祐生 鹿島の杜 80 (38、42) 横山 隆乃助 那須小川 84 (40、44) 欠場 高橋 真央 岡部チサン

福富 祥倫 栗橋國際 77 (39、38) 鈴木 朝登 川越グリーン 80 (38、42) 角田 卓也 グリーンパーク 84 (40、44) 欠場 久保田 俊昭 立川国際

荘司 将貴 水戸レイクス 77 (38、39) 丹羽 雅彦 中央大 80 (38、42) 鈴木 正樹 キングフィールズ 84 (39、45)

五十嵐 瑠亜 那須小川 77 (38、39) 73 北村 和秋 石地シーサイド 81 (44、37) 114 秋山 肇 熊谷 85 (45、40)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 石崎 景土 水戸レイクス 81 (44、37) 川島 理暉 ザ ナショナル・埼玉 85 (45、40)

山田 直紀 小田原･松田 77 (37、40) 藤澤 諒 TEAM KGA ジュニア 81 (42、39) 柳澤 信吾 袖ヶ浦 85 (44、41)

北村 征大 明治大 77 (36、41) 高村 保 姉ヶ崎 81 (41、40) 勝俣 翔 水戸レイクス 85 (43、42)

36 滝沢 信也 草津 78 (41、37) 中跡 朝臣 富士宮 81 (41、40) 鈴木 史敏 十日町 85 (42、43)

武田 大輔 慶應義塾大 78 (41、37) 木村 和紀 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 85 (41、44)

出水田 裕輝 富士 78 (40、38) 斉藤 優作 那須小川 81 (40、41) 120 武藏 圭太 平塚富士見 86 (48、38)

千北 嘉太 太平洋・御殿場 78 (40、38) 須山 祐介 矢板 81 (40、41) 守谷 玲雄 鷹 86 (46、40)

齋藤 太稀 胎内高原 78 (39、39) 宮本 英門 中央都留 81 (40、41) 津葉井 慎弥 富里 86 (44、42)

5月9日(火)

平成29年度関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック大会

紫カントリークラブ すみれコース( 7054Yards   Par 71 )


