
会場：

期日：

エントリー： 137名

出場： 133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 川上 優大 東京五日市 69 (34、35) 伊藤 雅章 長野 78 (40、38) 滝沢 泰三 習志野 82 (42、40) 白金 満明 鴻巣 88 (46、42)

2 石井 魁人 関東アマ 71 (35、36) 小坂 徳郎 江戸崎 78 (40、38) 豊田 英伸 富士宮 82 (42、40) 澤井 裕一 青梅 88 (45、43)

前田 男 岡部チサン 71 (34、37) 勝亦 悠斗 南富士 78 (40、38) 小野 竜彦 オリムピック 82 (41、41) 森永 正隆 鷹之台 88 (44、44)

4 大関 翔 パ協 73 (39、34) 小林 康春 藤岡 78 (39、39) 桑山 敦志 美里 82 (41、41) 佐次 富士夫 十日町 88 (44、44)

大塚 智之 川越 73 (37、36) 中跡 朝臣 富士宮 78 (39、39) 伊藤 幸信 入間 82 (40、42) 127 本澤 顯一 栃木ヶ丘 89 (46、43)

6 伊澤 秀憲 関東アマ 74 (40、34) 目澤 秀憲 日本大 78 (39、39) 鈴木 史敏 十日町 82 (40、42) 田中 孝尚 大相模 89 (43、46)

高橋 雅也 川越 74 (37、37) 斉藤 史晶 関東ジュニア 78 (38、40) 都 和馬 彩の森 82 (39、43) 129 石井 康広 川越 90 (48、42)

渡辺 泰一郎 日本海 74 (37、37) 48 鳴海 淳 東京カントリー 79 (41、38) 木村 哲也 大利根 82 (39、43) 130 三ツ木 隆之 東京五日市 91 (49、42)

9 上原 吉貴 埼玉県ゴルフ協会 75 (39、36) 三原 直樹 寄居 79 (41、38) 90 加藤 仁 イーストヒル 83 (45、38) 柏原 弘信 穂高 91 (46、45)

大辻 孝司 宍戸ヒルズ 75 (39、36) 平澤 夢厳 小千谷 79 (41、38) 小林 浩之 長野県ゴルフ協会 83 (43、40) 132 水上 富登 府中 94 (48、46)

中村 哲也 越生 75 (38、37) 森 実佐樹 関東アマ 79 (40、39) 細沼 実 ベルエア 83 (42、41) 棄権 沓掛 誠 廣済堂埼玉

鈴木 優也 津久井湖 75 (38、37) 土屋 健次 武蔵 79 (40、39) 榎本 幸和 オリムピック 83 (42、41) 欠場 伊藤 啓二 穂高

田村 敏明 小千谷 75 (37、38) 手塚 浩二 あづみ野 79 (40、39) 青木 宏之 入間 83 (42、41) 欠場 山口 滝太 武蔵

稲川 大次郎 メイプルポイント 75 (36、39) 藤原 康裕 さいたま梨花 79 (38、41) 森山 錬 鹿沼72 83 (42、41) 欠場 佐藤 利洋 石地シーサイド

15 山田 豊 寄居 76 (40、36) 高城 正男 山梨県アマ 79 (38、41) 栗林 大貴 柏崎黒姫 83 (42、41) 欠場 深井 修次 長岡

宮本 清 小川 76 (39、37) 岡本 聡 習志野 79 (38、41) 吉田 隼人 鹿沼72 83 (41、42)

佐治 孝彦 ザ・レイクス 76 (38、38) 57 浜出 達弥 オリムピック 80 (43、37) 尾崎 翔太 東京五日市 83 (41、42)

竹石 要佑 筑波 76 (38、38) 都 和人 彩の森 80 (42、38) 川端 和憲 小千谷 83 (41、42)

三木 龍馬 駒澤大 76 (38、38) 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 80 (40、40) 佐藤 文太 豊岡国際 83 (40、43)

尾崎 勉 白水 76 (37、39) 渡辺 誠 長野県ゴルフ協会 80 (39、41) 岡田 佳也 白鳳 83 (39、44)

河田 丈一郎 フォレスト 76 (36、40) 大場 邦夫 大相模 80 (37、43) 102 渡辺 政由 紫雲 84 (43、41)

亀井 隆 唐沢 76 (34、42) 62 柳澤 文彦 佐久平 81 (42、39) 落合 滋 さいたま梨花 84 (42、42)

23 小野里 篤雄 レーサム 77 (40、37) 小林 勝美 武蔵 81 (42、39) 市川 和義 長野県ゴルフ協会 84 (41、43)

伴 大樹 美浦 77 (39、38) 宮坂 和秀 津久井湖 81 (42、39) 大西 幸四郎 筑波 84 (41、43)

斉藤 麗 甲府国際 77 (39、38) 島田 修 松ヶ峯 81 (42、39) 宮下 淳志 立科 84 (41、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 落合 卓 長瀞 81 (42、39) 小川 陽一 扶桑 84 (39、45)

勝又 英文 朝霧ジャンボリー 77 (39、38) 奥富 基喜 岡部チサン 81 (42、39) 108 猪股 充拡 糸魚川 85 (45、40)

木村 正伸 レーサム 77 (38、39) 鈴木 理央 ユニオンエース 81 (42、39) 吉本 壽宏 南摩城 85 (43、42)

北村 和秋 石地シーサイド 77 (38、39) 高橋 一誠 藤岡 81 (42、39) 角田 智之 越生 85 (43、42)

川井 光洋 寄居 77 (38、39) 笠原 正光 入間 81 (41、40) 111 佐藤 大裕 イーストヒル 86 (44、42)

細谷 祐生 茨城ロイヤル 77 (38、39) 長谷川 楓弥 栃木県アマ 81 (41、40) 竹内 貴広 鴻巣 86 (44、42)

谷 豪 パ協 77 (38、39) 平本 達哉 相模原 81 (40、41) 小林 格徳 玉川 86 (44、42)

榎本 剛之 袖ヶ浦 77 (38、39) 蓮実 伸彰 武蔵 81 (40、41) 瀬良垣 淳 ベルエア 86 (43、43)

松本 直諭 ロイヤルオーク 77 (37、40) 松井 源太 越後 81 (38、43) 石岡 一美 長岡 86 (43、43)

橋本 貴文 武蔵野 77 (37、40) 佐藤 慎太郎 中央学院大 81 (38、43) 鈴木 光夫 妙高高原 86 (42、44)

三浦 大河 神奈川 77 (37、40) 澤田 康弘 寄居 81 (38、43) 江浦 忠 栗橋國際 86 (42、44)

柳澤 誠司 埼玉県ゴルフ協会 77 (36、41) 77 渡辺 和希 笹神五頭 82 (43、39) 大柳 博也 立川国際 86 (42、44)

37 目黒 学 日本海 78 (42、36) 森田 治夫 武蔵 82 (43、39) 119 秋葉 光弘 入間 87 (44、43)

兼坂 慶三 府中 78 (41、37) 清水 優太 東京五日市 82 (43、39) 成井 雄太 柏崎黒姫 87 (44、43)

鈴木 栄一 南摩城 78 (41、37) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 82 (43、39) 小澤 源太郎 武蔵 87 (43、44)

吉田 拓也 関越ハイランド 78 (41、37) 丸山 晋一郎 葉山国際 82 (42、40) 122 古川 博史 中峰 88 (47、41)

平成23年5月9日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

嵐山カントリークラブ( 6754Yards   Par 72 )


