
会場：
期日：

エントリー： 144名
出場： 135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 櫻井 將大 中央学院大 68 (32、36) 伴野 剛文 佐久平 78 (40、38) 細沼 実 ベルエア 82 (40、42) 田尻 寿啓 立科 89 (41、48)

2 永野 雄亮 かずさ 69 (37、32) 朝川 正男 立科 78 (40、38) 83 中澤 文行 高山 83 (46、37) 124 佐治 孝彦 ザ・レイクス 90 (45、45)

小島 謙太郎 駒澤大 69 (35、34) 柳澤 知己 大洗 78 (39、39) 岡崎 雅次郎 玉造 83 (45、38) 125 鈴木 明 小川 91 (43、48)

4 渡辺 泰一郎 日本海 70 (34、36) 勝又 正浩 東京 78 (39、39) 尾崎 勉 白水 83 (44、39) 森角 聡 佐久平 91 (43、48)

浅地 洋佑 鷹 70 (34、36) 仁科 薫 梅ノ郷 78 (39、39) 小原 久仁視 穂高 83 (43、40) 金山 浩 赤城国際 91 (43、48)

6 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 71 (37、34) 嶋 辰雄 石坂 78 (39、39) 川口 伸二 ツインレイクス 83 (42、41) 128 照井 康平 武蔵 92 (50、42)

7 坂上 陸郎 セントラル 72 (37、35) 野口 政夫 佐野 78 (38、40) 高畑 尚康 武蔵松山 83 (41、42) 幾瀬 貫 嵐山 92 (48、44)

宮本 清 小川 72 (35、37) 大和田 康夫 草津 78 (37、41) 89 鎌田 一昭 嵐山 84 (44、40) 130 岩田 善信 嵐山 95 (49、46)

谷山 優太 ノースショア 72 (35、37) 柳澤 文彦 佐久平 78 (37、41) 黒澤 利一 廣済堂埼玉 84 (43、41) 131 杉山 直樹 赤城 98 (54、44)

10 阿部 祐希 新潟県アマ 73 (38、35) 50 前田 正雄 岡部チサン 79 (43、36) 竹澤 功泰 大日向 84 (43、41) 132 吉村 一利 オリムピック 102 (53、49)

橋谷 有造 東千葉 73 (37、36) 堀口 晴雄 ツインレイクス 79 (42、37) 渡辺 顕展 サンヒルズ 84 (43、41) 失格 久保 努 栃木ヶ丘

斉藤 麗 甲府国際 73 (35、38) 鈴木 昭彦 沼津 79 (40、39) 服部 敦 チャーミング関越 84 (42、42) 棄権 絵鳩 春雄 佐原

坂 航 ルーデンス 73 (34、39) 谷口 幸大 岡部チサン 79 (40、39) 高橋 道信 初穂 84 (42、42) 棄権 佐藤 匡哉 伊香保国際

14 日覚 暁紀 伊勢原 74 (38、36) 田嶋 幸久 秩父国際 79 (40、39) 松本 康明 鹿沼72 84 (42、42) 欠場 広井 智一 廣済堂埼玉

高橋 恒人 赤城国際 74 (38、36) 小澤 富男 白水 79 (40、39) 高澤 トーマス 塩原 84 (42、42) 欠場 辻 啓一 嵐山

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 岩本 和彦 玉造 79 (39、40) 中島 智明 千葉廣済堂 84 (41、43) 欠場 福島 則雄 伊香保国際

水石 琢哉 関東ジュニア 74 (37、37) 岡田 睦広 レーサム 79 (39、40) 98 神農 英和 セベ・バレステロス 85 (44、41) 欠場 浅野 一矢 玉造

市川 清 埼玉 74 (36、38) 玉利 克幸 専修大 79 (36、43) 谷口 徳幸 岡部チサン 85 (44、41) 欠場 斎藤 新治 伊香保国際

石毛 巧 南摩城 74 (36、38) 59 井川 智一郎 初穂 80 (41、39) 松本 正之 皐月･佐野 85 (42、43) 欠場 平戸 進二 清川

金子 真育 慶應義塾大 74 (36、38) 吉田 達雄 藤岡 80 (41、39) 星野 博 群馬 85 (42、43) 欠場 木下 博之 レーサム

宮下 恵 万木城 74 (36、38) 浅田 かれら 彩の森 80 (41、39) 大淵 芳森 十日町 85 (40、45) 欠場 八尾 厚史 東京

0 和田 貴之 栃木ヶ丘 75 (37、38) 中井 文彦 嵐山 80 (40、40) 103 田邊 光男 飯能 86 (49、37) 欠場 金山 將 鹿沼

田村 敏明 越後 75 (37、38) 藤森 康年 中央道晴ヶ峰 80 (40、40) 藤澤 徹 石坂 86 (44、42)  
23 宮川 将 妙高サンシャイン 76 (42、34) 滝沢 孝行 松ヶ峯 80 (39、41) 陶 章司 甘楽 86 (44、42)  

小山 宏充 佐久平 76 (41、35) 高田 康弘 関東国際 80 (37、43) 高井 聡 岩瀬桜川 86 (44、42)  
柴田 博文 ザ・レイクス 76 (39、37) 66 高柳 大 太田双葉 81 (44、37) 杉木 邦夫 群馬 86 (43、43)  
仲村 高穂美 かずさ 76 (39、37) 宮下 雄一 浜野 81 (43、38) 鳥山 剛 鹿沼 86 (42、44)  
嶋田 朱里斗 白水 76 (38、38) 河田 丈一郎 フォレスト 81 (42、39) 大隅 正史 クリスタル 86 (42、44)  
松井 源太 越後 76 (37、39) 小倉 公 霞台 81 (42、39) 110 古田 雅二 秩父国際 87 (44、43)  
関 徹也 赤城国際 76 (37、39) 光信 直長 東千葉 81 (41、40) 田辺 昌彦 岡部チサン 87 (44、43)  

30 梅澤 吉朗 群馬 77 (41、36) 松本 直諭 ロイヤルオーク 81 (41、40) 和田 光司 嵐山 87 (43、44)  
澤田 康弘 寄居 77 (40、37) 橋本 竜摩 太田双葉 81 (40、41) 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 87 (42、45)  
桜井 一輝 梅ノ郷 77 (40、37) 大塚 泰一郎 成田GC 81 (39、42) 内田 正典 諏訪レイクヒル 87 (40、47)  
松本 博史 太田双葉 77 (40、37) 岡本 聡 習志野 81 (39、42) 末富 幸雄 狭山 87 (39、48)  
梅木 信吾 姉ヶ崎 77 (39、38) 75 宗田 昭彦 東千葉 82 (44、38) 116 森田 志郎 赤城国際 88 (45、43)  
鈴木 克彦 ザ・レイクス 77 (38、39) 波方 孝 越後 82 (43、39) 橋詰 一彦 武蔵 88 (44、44)  
中川 雅義 沼津 77 (38、39) 両角 太一 中央道晴ヶ峰 82 (40、42) 渡辺 晃 オリムピック 88 (44、44)  
梅山 明久 赤城国際 77 (37、40) 福島 英之 藤岡 82 (40、42) 岩田 洋 嵐山 88 (43、45)  

38 清水 雅英 八王子 78 (41、37) 田中 孝幸 佐久平 82 (40、42) 亀田 丈司 武蔵 88 (42、46)  
小野塚 司 十日町 78 (40、38) 神戸 誠 太田双葉 82 (40、42) 121 市川 浩 佐久平 89 (46、43)  
宮田 玲 あさひヶ丘 78 (40、38) 白 源正 ヨネックス 82 (40、42) 林 勝昭 寄居 89 (44、45)  

平成21年5月7日

平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

下仁田カントリークラブ( 6957Yards   Par 72 )


