
会場：

期日：

エントリー： 149名

出場： 141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 納富 一輝 駒澤大 73 (37、36) 志村 拓紀 東京五日市 82 (41、41) 磯谷 宏行 岡部チサン 86 (43、43) 岩垂 一博 さいたま梨花 93 (49、44)

2 坂本 雄介 ニュー・セントアンドリュース 74 (39、35) 若林 徹 鹿沼72 82 (40、42) 清水 重夫 茨城 86 (43、43) 坪井 浩之 レーサム 93 (48、45)

3 伊藤 優太 東京五日市 75 (38、37) 伊藤 幸信 入間 82 (40、42) 小川 宏二郎 鹿沼 86 (42、44) 森川 宗介 GMG八王子 93 (47、46)

神谷 優太 那須小川 75 (37、38) 谷口 幸大 岡部チサン 82 (38、44) 吉田 眞二 鹿沼72 86 (41、45) 中野 秀樹 大宮国際 93 (47、46)

5 宮下 雄一 浜野 76 (38、38) 46 酒井 勇輝 扶桑 83 (45、38) 86 生澤 良太 鳩山 87 (47、40) 五十嵐 瑠亜 那須小川 93 (44、49)

6 水崎 奎太 穂高 77 (42、35) 瀬野 将史 明治大 83 (44、39) 平山 和成 都賀 87 (47、40) 128 永江 達史 鶴舞 94 (50、44)

入江 誠一 武蔵松山 77 (39、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 角田 智之 越生 87 (47、40) 田村 真利 鶴 94 (46、48)

柴田 博文 ザ・レイクス 77 (38、39) 高野 秀治 鳩山 83 (44、39) 大久保 克海 穂高 87 (46、41) 増渕 均 石岡・ウエスト 94 (44、50)

谷口 嵩聡 鹿沼72 77 (37、40) 門田 実 新千葉 83 (43、40) 川田 孝行 鹿沼 87 (46、41) 131 日向 敏之 鶴舞 95 (51、44)

10 金井 篤司 岡部チサン 78 (41、37) 森田 保 入間 83 (43、40) 信岡 史将 成田GC 87 (45、42) 加藤 道雄 鶴 95 (48、47)

金 熙謙 佐久平 78 (41、37) 遠藤 将也 佐久平 83 (43、40) 相原 位好 岡部チサン 87 (45、42) 久保 秀成 メイプルポイント 95 (48、47)

福田 亮太 東千葉 78 (41、37) 中田 丈晴 鷹 83 (42、41) 佐藤 貴晴 セゴビア 87 (44、43) 134 奥澤 茂 喜連川 96 (51、45)

吉田 隼人 鹿沼72 78 (40、38) 高山 恵輔 石坂 83 (41、42) 高畑 尚康 鳩山 87 (43、44) 大久保 和哉 太平洋・佐野ヒルクレスト 96 (45、51)

篠 優希 川越 78 (40、38) 田中 孝幸 佐久平 83 (41、42) 渡辺 顕展 サンヒルズ 87 (41、46) 136 金子 博幸 メイフラワー 97 (50、47)

市川 清 さいたま 78 (40、38) 小澤 富男 白水 83 (41、42) 今井 大輔 岡部チサン 87 (41、46) 今井 忍 岡部チサン 97 (48、49)

16 関 茂生 岡部チサン 79 (42、37) 荒井 陸 鹿沼72 83 (41、42) 亀田 潮路 房州 87 (40、47) 138 皆藤 慎太郎 富里 102 (48、54)

中島 正春 皐月･佐野 79 (40、39) 羽鳥 賢次 秋山 83 (40、43) 98 篠崎 明 オーク・ヒルズ 88 (47、41) 棄権 嗣永 芳弘 筑波

吉田 文雄 東松山 79 (40、39) 58 田中 俊行 鳩山 84 (44、40) 成田 正樹 嵐山 88 (46、42) 棄権 馬場 謙司 彩の森

高橋 一誠 岡部チサン 79 (40、39) 梁瀬 正晴 鳩山 84 (44、40) 間山 教彦 鷹 88 (46、42) 棄権 齋藤 哲也 筑波

土門 英司 川越 79 (38、41) 樋口 新吾 越生 84 (44、40) 小林 立夫 鳩山 88 (45、43) 欠場 木村 直登 ファイブエイト

21 高橋 薫 高坂 80 (41、39) 竹内 正己 川越 84 (43、41) 藤田 政嗣 ロイヤルスター 88 (44、44) 欠場 藤原 功司 ブリック＆ウッド

長田 潤 三井の森蓼科 80 (40、40) 早川 友己 メイプルポイント 84 (43、41) 南 聖二 メイレイクヒルズ 88 (44、44) 欠場 平林 輝夫 越生

酒井 柾輝 扶桑 80 (40、40) 吉本 壽宏 武蔵 84 (43、41) 水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 88 (44、44) 欠場 鈴木 優大 那須小川

鈴木 祥一郎 鹿沼72 80 (39、41) 加藤 政和 東京五日市 84 (42、42) 城田 徳一 鳩山 88 (43、45) 欠場 飯村 弘 越生

中本 裕基 岡部チサン 80 (38、42) 原 正晃 武蔵松山 84 (41、43) 山口 明彦 宍戸ヒルズ 88 (42、46) 欠場 大杉 学 鶴舞

26 衣笠 洋司 カレドニアン 81 (44、37) 安部 景一 川越 84 (41、43) 107 河野 光宏 太田双葉 89 (48、41) 欠場 向山 和徳 鳩山

沼田 凌 鹿沼72 81 (42、39) 近藤 博宣 あさひヶ丘 84 (41、43) 上原 一憲 石坂 89 (48、41) 欠場 田尻 啓 玉川

斉藤 剛 リバーサイドフェニックス 81 (42、39) 砂山 武則 越生 84 (41、43) 高橋 敬二 川越 89 (46、43)

藤井 隆之 伊香保GC・岡崎城 81 (42、39) 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 84 (41、43) 川口 智宏 埼玉国際 89 (45、44)

石井 康広 川越 81 (42、39) 半藤 良一 鳩山 84 (40、44) 丹羽 彦仁 大宮国際 89 (44、45)

中根 俊幸 越生 81 (41、40) 瀬良垣 淳 ベルエア 84 (40、44) 112 佐藤 竜司 埼玉国際 90 (47、43)

長澤 奨 富士川 81 (41、40) 72 新海 雅之 岡部チサン 85 (46、39) 蔵夛 敦久 岡部チサン 90 (47、43)

松本 健太郎 那須小川 81 (41、40) 出浦 功 オリムピック 85 (44、41) 金沢 剛純 オーク・ヒルズ 90 (44、46)

鈴木 和浩 さいたま梨花 81 (41、40) 丸橋 正彦 藤岡 85 (43、42) 猿山 隆二 カレドニアン 90 (43、47)

長野 修 武蔵松山 81 (40、41) 細沼 実 ベルエア 85 (43、42) 菅野 大太 秋山 90 (42、48)

関 徹也 赤城国際 81 (39、42) 鯨 慎之介 那須小川 85 (43、42) 117 桜井 真澄 武蔵松山 91 (47、44)

37 鈴木 敏夫 茨城 82 (45、37) 大久保 慎也 さいたま梨花 85 (43、42) 高見澤 稜 佐久平 91 (47、44)

前田 正雄 岡部チサン 82 (42、40) 武田 和大 ツインレイクス 85 (42、43) 梅澤 伸弥 佐久平 91 (44、47)

内藤 博文 鳩山 82 (42、40) 川岸 滉平 ファイブエイト 85 (42、43) 油井 和幸 ヴィンテージ 91 (42、49)

落合 滋 さいたま梨花 82 (41、41) 80 中村 誠之 鳩山 86 (44、42) 121 永井 基之 富士笠間 92 (44、48)

勝俣 陵 玉川 82 (41、41) 山口 茂夫 美浦 86 (43、43) 122 宮本 晋治 GMG八王子 93 (49、44)

4月15日(月)

平成25年度関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

鳩山カントリークラブ( 6971Yards   Par 72 )


