
会場：

期日：

エントリー： 111名

出場： 106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 星野 陸也 岩瀬桜川 73 (35、38) 神田 陽介 石岡・ウエスト 82 (37、45) 石井 昭浩 皐月･鹿沼 88 (43、45)

2 関 翔大 水戸レイクス 74 (37、37) 42 中山 良一 セゴビア 83 (45、38) 83 渡邊 賢作 龍ヶ崎 89 (47、42)

庄司 将也 扶桑 74 (37、37) 夏堀 裕大 水戸レイクス 83 (44、39) 蔀 英二 浅見 89 (42、47)

4 神谷 健太 那須小川 75 (39、36) 稲村 隆浩 セゴビア 83 (44、39) 堀切 和茂 浅見 89 (41、48)

柿澤 大輝 水戸レイクス 75 (37、38) 本間 佑 鹿沼72 83 (43、40) 86 山波 諭 ゴールデンレイクス 90 (47、43)

6 張田 巧 矢板 76 (37、39) 礒崎 雄司 静ヒルズ 83 (41、42) 罍 信太郎 セゴビア 90 (42、48)

関 将太 高萩 76 (37、39) 森山 錬 鹿沼72 83 (41、42) 88 廣田 剛治 日光 91 (44、47)

服部 大輔 土浦 76 (37、39) 藤井 淳 宍戸ヒルズ 83 (41、42) 郡司 十三生 高萩 91 (43、48)

中谷 要介 太平洋・御殿場 76 (36、40) 市原 敏隆 メイプルポイント 83 (40、43) 90 山本 昌邦 メイフラワー 92 (50、42)

10 森田 正浩 大洗 77 (40、37) 鴨野 勝 水戸レイクス 83 (40、43) 土屋 隆智 常陽 92 (48、44)

長谷川 望 水戸グリーン 77 (35、42) 51 村越 元彰 宍戸ヒルズ 84 (45、39) 上農 秀人 大厚木 92 (44、48)

12 椎野 俊朗 サニーフィールド 78 (42、36) 平野 海里 鹿沼72 84 (44、40) 93 鈴木 克彦 烏山城 93 (47、46)

吉田 大介 猿島 78 (41、37) 田中 一郎 メイプルポイント 84 (43、41) 岡 徹 浅見 93 (46、47)

金田 崇宏 筑波 78 (39、39) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 84 (42、42) 森川 孝昭 大厚木 93 (44、49)

大貫 渉太朗 水戸レイクス 78 (39、39) 渡辺 真悟 水戸レイクス 84 (42、42) 96 斉藤 良 浅見 94 (45、49)

日暮 俊明 扶桑 78 (39、39) 朝山 晃司 日光 84 (42、42) 97 佐藤 治嗣 東名厚木 95 (45、50)

鴨志田 翼 鹿沼72 78 (38、40) 田岡 真一郎 常陽 84 (40、44) 98 大吉 友輝 水戸レイクス 96 (52、44)

磯 佑太 塩原 78 (38、40) 吉澤 一瑠 那須小川 84 (40、44) 芳賀 完 浅見 96 (51、45)

加藤 道春 静ヒルズ 78 (37、41) 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 84 (40、44) 長谷部 弘人 富士笠間 96 (48、48)

東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (37、41) 花岡 錦一郎 日光 84 (38、46) 大山 誠 浅見 96 (48、48)

21 近藤 文浩 桂ヶ丘 79 (42、37) 61 加藤 眞悟 浅見 85 (46、39) 黒澤 一貴 水戸レイクス 96 (47、49)

吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 79 (41、38) 後藤 貴浩 新バークレイ 85 (43、42) 103 関根 寛和 ゴールデンレイクス 97 (51、46)

石原 航輝 高萩 79 (39、40) 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 85 (43、42) 戒外 文夫 那須小川 97 (46、51)

笹川 椋平 扶桑 79 (38、41) 岡戸 行雄 浅見 85 (42、43) 失格 大津 秀男 富士笠間

丹野 宏紀 セゴビア 79 (37、42) 久保 明人 浅見 85 (41、44) 棄権 戸祭 康夫 日光

26 宮田 広人 皆川城 80 (39、41) 鈴木 貴士 大日向 85 (41、44) 欠場 猪股 淳基 鹿沼72

斎藤 太津規 扶桑 80 (38、42) 冨岡 豊 宍戸ヒルズ 85 (41、44) 欠場 井上 盛夫 メイプルポイント

28 牧長 一喜 千葉国際 81 (42、39) 齋藤 正作 麻倉 85 (41、44) 欠場 佐藤 健志 日光

池上 直樹 浅見 81 (42、39) 上杉 隆 鹿島の杜 85 (40、45) 欠場 西部 純一 東京五日市

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 70 長谷川 克巳 岩瀬桜川 86 (45、41) 欠場 早川 忠夫 浅見

大栗 辰弥 那須小川 81 (41、40) 坂本 幹太 高萩 86 (44、42)

藤田 正義 桂ヶ丘 81 (41、40) 辻本 太平 大洗 86 (42、44)

福田 正明 富士笠間 81 (40、41) 長尾 泰希 狭山 86 (42、44)

松岡 優太朗 玉造 81 (40、41) 吉田 匠吾 サンヒルズ 86 (41、45)

本木 敦登 那須小川 81 (40、41) 小林 清 岩瀬桜川 86 (40、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 76 酒井 勝則 宍戸ヒルズ 87 (46、41)

船越 秀人 芳賀 81 (39、42) 桑田 達也 猿島 87 (45、42)

37 和田 哲弥 メイプルポイント 82 (44、38) 高岡 弘 常陽 87 (45、42)

宿谷 郁男 日光 82 (42、40) 千葉 祐典 美浦 87 (44、43)

上村 悠 東筑波 82 (41、41) 岩井 悟朗 新バークレイ 87 (43、44)

毛利 基文 京 82 (38、44) 81 平岡 成介 美浦 88 (46、42)

4月19日(金)

平成25年度関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

浅見カントリー倶楽部 北・中コース( 6689Yards   Par 72 )


