
会場：
期日：

エントリー： 67名
出場： 61名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 百瀬 力弥 中央学院大 67 (35、32) 湊 雅彦 東名 84 (45、39)

2 藤城 拓也 ディアレイク 72 (38、34) 宿谷 郁男 東ノ宮 84 (44、40)

高橋 勝 ディアレイク 72 (37、35) 43 半田 裕一 ファイブエイト 86 (49、37)

阿久津 未来也 ファイブエイト 72 (35、37) 本澤 顯一 栃木ヶ丘 86 (48、38)

5 仁木 海渡 鶴 73 (38、35) 望月 泰廣 芳賀 86 (46、40)

6 長澤 伸哉 越生 74 (38、36) 箕手 梓元 マナ 86 (45、41)

長澤 稔 富士川 74 (35、39) 白金 満明 鴻巣 86 (43、43)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 48 磯 佑太 塩原 88 (47、41)

8 佐藤 文太 豊岡国際 75 (40、35) 加藤 倫康 スプリングフィルズ 88 (47、41)

冨永 龍介 東京五日市 75 (38、37) 渡邉 裕太 日本大 88 (45、43)

帆足 文宏 東ノ宮 75 (36、39) 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 88 (45、43)

11 奥富 基喜 岡部チサン 76 (39、37) 52 渡辺 克彦 ファイブエイト 89 (47、42)

高野 隆 柏崎 76 (38、38) 鈴木 竹虎 月 89 (44、45)

13 小川 雅規 アザレア 77 (42、35) 小山 雄二 アスレチック 89 (40、49)

廣田 剛治 紫塚 77 (41、36) 55 五関 一人 矢板 90 (49、41)

和泉 一夫 佐野 77 (40、37) 森村 光二 あづみ野 90 (48、42)

大川 将弥 レインボーヒルズ 77 (39、38) 入江 芳史 セゴビア 90 (47、43)

戸祭 康生 芳賀 77 (39、38) 58 山崎 隆二 東宇都宮 92 (50、42)

大溝 崇真 千葉国際 77 (37、40) 棄権 笹原 雅樹 栃木ヶ丘

19 並木 啓枝 中央学院大 78 (40、38) 棄権 北川 享 芳賀

八十岡 寛晶 ラインヒル 78 (40、38) 棄権 石黒 真理夫 霞ヶ関

小山田 壮権 日高 78 (39、39) 欠場 吉田 賢一 烏山城

22 那波 芳比古 藤岡 79 (41、38) 欠場 森岡 繁幸 東京

大川 厚志 玉造 79 (38、41) 欠場 小川 敬之 千葉桜の里

佐藤 有生 新・ユーアイ 79 (38、41) 欠場 志賀 正信 ルーデンス

佐藤 順 唐沢 79 (38、41) 欠場 菅田 正道 東京

茂木 和也 ファイブエイト 79 (37、42) 欠場 猪股 充拡 糸魚川

27 近藤 博宣 あさひヶ丘 80 (42、38)  
手塚 浩二 あづみ野 80 (42、38)  
屋代 亮 鹿沼 80 (41、39)  
渡邉 嘉男 習志野 80 (40、40)  

31 佐藤 礼弥 川越 81 (42、39)  
坂本 透 日本大 81 (41、40)  
佐藤 大裕 イーストヒル 81 (40、41)  
安立 倫生 成田GC 81 (40、41)  
平澤 夢厳 柏崎黒姫 81 (40、41)  

36 中島 篤志 東松苑 82 (42、40)  
37 浅見 雄大 白水 83 (43、40)  

二村 守 あづみ野 83 (42、41)  
岡戸 行雄 浅見 83 (41、42)  

40 リー ウェインハン 塩原 84 (47、37)  

平成21年5月14日

平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

東宇都宮カントリークラブ　南･西コース( 6871Yards   Par 72 )


