
会場：

期日：

エントリー： 121名

出場： 114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 小寺 聡司 習志野 72 (36、36) 伊藤 良輔 土浦 82 (42、40) 宮野 賢一 クリアビュー 87 (44、43)

原 佑介 中央学院大 72 (35、37) 高窪 哲夫 大利根 82 (42、40) 花谷 健一 藤ヶ谷 87 (42、45)

3 奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 74 (38、36) 川上 恭弘 我孫子 82 (42、40) 廣田 剛士 葉山国際 87 (42、45)

美村 凌我 鹿沼72 74 (37、37) 角田 茂晴 平川 82 (41、41) 85 大堀 直樹 玉造 88 (44、44)

斉藤 達郎 日本体育大 74 (35、39) 石原 裕士 東千葉 82 (41、41) 柴垣 幸広 藤ヶ谷 88 (42、46)

濱宮 勇樹 富士箱根 74 (35、39) 萩原 則之 東千葉 82 (41、41) 87 溝端 隆一 千葉 89 (48、41)

7 間取 実樹也 ニッソー 75 (38、37) 並木 良充 千葉夷隅 82 (40、42) 内田 賢行 平塚富士見 89 (46、43)

8 公原 一 総武 76 (39、37) 山下 勝紀 扶桑 82 (39、43) 89 千葉 泰基 成田GC 90 (48、42)

大曾根 孝宏 大熱海国際 76 (36、40) 49 長澤 幸治 ニッソー 83 (45、38) 柳原 統 富士笠間 90 (45、45)

10 松丸 佳孝 成田東 77 (40、37) 和田 誠一 山田 83 (44、39) 91 金城 樹 中央学院大 91 (51、40)

永渕 圭祐 上総富士 77 (39、38) 高山 知晃 栗橋國際 83 (43、40) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 91 (43、48)

橋本 隆広 新千葉 77 (37、40) 木村 仁 玉造 83 (42、41) 93 小花 健太朗 中央学院大 92 (48、44)

村田 達勇 オーク・ヒルズ 77 (37、40) 冨永 勝 総武 83 (42、41) 森崎 秀嗣 鶴舞 92 (48、44)

今野 宗雄 皐月･鹿沼 77 (37、40) 大川 厚志 玉造 83 (41、42) 大須賀 和博 千葉 92 (47、45)

鈴木 正一郎 成田ハイツリー 77 (37、40) 小野 和男 スカイウェイ 83 (41、42) 大崎 将行 宍戸ヒルズ 92 (46、46)

16 野村 龍太郎 那須小川 78 (41、37) 額賀 義朗 船橋 83 (41、42) 佐々木 貴志 ニッソー 92 (43、49)

大井 勇輝 船橋 78 (39、39) 高木 歩 セントラル 83 (40、43) 98 岸 俊光 浦和 93 (49、44)

冨田 茂 富士笠間 78 (39、39) 川渕 秀徳 房総 83 (39、44) 網代 栄一 鶴舞 93 (48、45)

篠崎 州央 千葉国際 78 (39、39) 岩澤 欣裕 大洗 83 (38、45) 皆川 義幸 皐月･佐野 93 (45、48)

神 佳郎 猿島 78 (38、40) 60 植原 大作 富里 84 (44、40) 101 吉永 賢 レインボーヒルズ 94 (51、43)

21 田中 聖也 小田原･松田 79 (42、37) 中山 雄希 ニッソー 84 (44、40) 飯塚 稔 常総 94 (49、45)

加賀 友将 中央学院大 79 (42、37) 櫛山 卓哉 専修大 84 (43、41) 日置 一 習志野 94 (47、47)

梅木 信吾 姉ヶ崎 79 (40、39) 小松 拓夢 葉山国際 84 (42、42) 104 山田 和利 習志野 95 (47、48)

内田 直輝 那須小川 79 (39、40) 真辺 則光 総武 84 (42、42) 105 善田 正幸 習志野 96 (49、47)

横澤 三男 ニッソー 79 (38、41) 三葛 良平 皐月･佐野 84 (41、43) 小暮 広宣 総武 96 (44、52)

額賀 逸朗 船橋 79 (38、41) 紺谷 三大 大洗 84 (40、44) 107 渡 明弘 カレドニアン 97 (49、48)

舘浦 圭 千葉 79 (37、42) 佐藤 宗太 那須小川 84 (40、44) 根本 秀樹 千葉夷隅 97 (49、48)

28 山野 貴之 富里 80 (43、37) 大塚 秀人 藤ヶ谷 84 (39、45) 本山 雄一郎 カレドニアン 97 (46、51)

高橋 晋伸輔 関東国際 80 (43、37) 69 寺田 憲児 中山 85 (47、38) 110 山崎 誠 千葉夷隅 98 (47、51)

茂貫 太郎 阿見 80 (42、38) 今井 正岳 霞台 85 (42、43) 111 山口 茂利仁 高麗川 100 (50、50)

大堀 直紀 水戸レイクス 80 (42、38) 岡本 浩司 皐月･佐野 85 (41、44) 112 國井 隆 東京よみうり 101 (47、54)

三澤 達也 新千葉 80 (40、40) 熊川 賢司 鷹之台 85 (40、45) 113 瀬尾 正一 茨城 103 (53、50)

谷村 朋昭 中山 80 (38、42) 73 海老原 和己 関東国際 86 (45、41) 失格 木原 浩一 房総

34 湯川 国秋 千葉 81 (42、39) 谷内 三千夫 カレドニアン 86 (44、42) 欠場 大塚 泰一郎 成田GC

山崎 寿 南総 81 (42、39) 吉田 文一 皐月･佐野 86 (42、44) 欠場 吉田 義美 藤ヶ谷

木村 知道 船橋 81 (42、39) 新倉 浩二 大厚木 86 (41、45) 欠場 守屋 玄 平川

山崎 一雄 桜 81 (41、40) 吉田 潔 鎌ヶ谷 86 (41、45) 欠場 二川 直人 万木城

高橋 健 成田東 81 (41、40) 田中 守 小田原･日動御殿場 86 (40、46) 欠場 大塚 俊昭 袖ヶ浦

- 以 上、 予 選 通 過 － 79 石川 健一 セントラル 87 (46、41) 欠場 川上 裕貴 習志野

中村 敦史 湘南シーサイド 81 (40、41) 梅澤 英行 我孫子 87 (45、42) 欠場 張江 泰之 我孫子

40 日暮 浩之 藤ヶ谷 82 (42、40) 実成 俊也 総武 87 (45、42)

4月15日(月)

平成25年度関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

藤ヶ谷カントリークラブ( 6884Yards   Par 72 )


