
会場：

期日：

エントリー： 143名

出場： 131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 荒井 健人 中央大 75 (38、37) 溝端 隆一 千葉 83 (39、44) 横澤 三男 ニッソー 89 (46、43) 123 山口 征郎 横浜 104 (49、55)

平川 裕秋 東名 75 (37、38) 43 光山 富夫 横浜 84 (43、41) 今井 丈雄 姉ヶ崎 89 (44、45) 大槻 育伸 本厚木 104 (43、61)

石原 慎也 駒澤大 75 (36、39) 平戸 進二 清川 84 (42、42) 大矢木 正一 姉ヶ崎 89 (43、46) 125 柴田 篤 小田原･日動御殿場 105 (49、56)

4 市原 弘章 日本大 76 (38、38) 佐藤 文友 セゴビア 84 (42、42) 85 仙台 繁 京 90 (48、42) 126 白田 俊夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 110 (54、56)

伊東 勝也 京 76 (38、38) 住吉 大輔 日本体育大 84 (42、42) 柴垣 幸広 鶴舞 90 (46、44) 127 恩田 篤行 鶴舞 111 (52、59)

上江田 航 佐原 76 (37、39) 釜谷 正宏 富士小山 84 (42、42) 高島 清考 早稲田大 90 (46、44) 失格 碓氷 青潮 葉山国際

7 柳澤 信吾 袖ヶ浦 77 (40、37) 川崎 利彦 オーク・ヒルズ 84 (42、42) 安齊 雅之 秦野 90 (44、46) 失格 加藤 昭 チェックメイト

森田 聡史 GMG八王子 77 (40、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 岡田 浩明 セントラル 90 (43、47) 棄権 大和 次郎 成田東

9 三堀 浩司 横浜 78 (38、40) 山田 大輔 清川 84 (41、43) 高松 純 ブリック＆ウッド 90 (41、49) 棄権 樋口 薦 セゴビア

岩井 正一 習志野 78 (36、42) 福山 憲一 習志野 84 (41、43) 91 大坪 誠 横浜 91 (48、43) 欠場 海老澤 唯 大厚木

11 長谷部 俊樹 ロイヤル 79 (44、35) 柴田 文弘 ニッソー 84 (40、44) 橋本 公山 源氏山 91 (43、48) 欠場 中村 先正 富士箱根

金子 達朗 ゴールド木更津 79 (38、41) 柳下 俊明 平塚富士見 84 (40、44) 93 堀邊 龍太朗 駒澤大 92 (47、45) 欠場 加藤 隆夫 浜野

13 井上 昌樹 ブリック＆ウッド 80 (41、39) 岡田 絃希 セントラル 84 (39、45) 北牧 裕幸 横浜 92 (47、45) 欠場 大湊 一郎 浜野

原 繼雄 横浜 80 (41、39) 石田 真吾 GMG八王子 84 (38、46) 兼坂 慶三 府中 92 (44、48) 欠場 鈴木 正剛 横浜

中村 昌弘 かずさ 80 (40、40) 渡邊 貴元 千葉 84 (37、47) 橋本 義宣 源氏山 92 (44、48) 欠場 青柳 一裕 平川

金田 幸一郎 船橋 80 (40、40) 56 半田 明 東京五日市 85 (46、39) 山崎 孝 横浜 92 (42、50) 欠場 橘 秀臣 取手国際

塚田 竜一 扶桑 80 (40、40) 篠崎 州央 千葉国際 85 (44、41) 98 室田 延宏 オリムピック 93 (49、44) 欠場 鈴木 健一 富里

森谷 慎二 ロイヤルスター 80 (40、40) 岡本 好作 葉山国際 85 (42、43) 石川 重人 鎌倉 93 (49、44) 欠場 犬塚 秀博 ブリック＆ウッド

岩井 正夫 マナ 80 (39、41) 小林 正尚 レインボー 85 (42、43) 本山 雄一郎 カレドニアン 93 (47、46) 欠場 半谷 喜夫 マナ

柿岡 啓介 習志野 80 (39、41) 松嶋 隆 ロイヤルスター 85 (40、45) 海老澤 健次 大厚木 93 (46、47) 欠場 金井 孝市 鎌倉

鈴木 隆之 小田原･日動御殿場 80 (39、41) 桂宮 將 妙義 85 (37、48) 千丸 慎矢 セベ・バレステロス 93 (45、48) 欠場 大沼 貴史 小田原･松田

22 芝田 進弘 カレドニアン 81 (43、38) 62 上野 伸 ユニオンエース 86 (45、41) 古田 宗俊 京 93 (43、50)

大堀 直紀 城里 81 (42、39) 猪股 英昭 富士箱根 86 (44、42) 104 石黒 裕昭 カナリヤガーデン 94 (46、48)

那須 久治 加茂 81 (42、39) 平山 悟 東名 86 (43、43) 川原 修 富士箱根 94 (46、48)

勝田 兵吉 箱根 81 (41、40) 緑川 貴 レインボー 86 (41、45) 106 舘野 典久 姉ヶ崎 95 (51、44)

青山 喜美男 秦野 81 (41、40) 吉永 賢 レインボーヒルズ 86 (40、46) 村越 典彰 鹿野山 95 (49、46)

岡田 佳也 白鳳 81 (40、41) 67 小栗 健嗣 小田原･松田 87 (44、43) 美濃羽 真一 オリムピック 95 (46、49)

中里 清 ホワイトバーチ 81 (39、42) 花岡 道良 鶴舞 87 (43、44) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 95 (45、50)

29 小澤 和夫 横浜 82 (43、39) 石川 克寿 姉ヶ崎 87 (42、45) 渡辺 寛 小川 95 (45、50)

石田 竜元 高根 82 (43、39) 佐藤 信吉 横浜 87 (41、46) 111 松永 智雄 水戸 96 (46、50)

會田 一 鶴舞 82 (40、42) 小澤 広之 大厚木 87 (40、47) 牧野 博文 鹿野山 96 (44、52)

鈴木 淳一 横浜 82 (40、42) 72 加藤 隆之 成田東 88 (48、40) 113 佐藤 健志 日光 97 (46、51)

小玉 雅 烏山城 82 (39、43) 宇佐美 正仁 金砂郷 88 (47、41) 114 渡邉 浩嗣 相模野 98 (49、49)

小野 和男 スカイウェイ 82 (38、44) 熊川 賢司 スカイウェイ 88 (45、43) 大谷 隆 東千葉 98 (47、51)

守谷 大輔 南総 82 (38、44) 大須賀 和博 千葉 88 (43、45) 吉岡 剛 鎌倉 98 (47、51)

清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 82 (38、44) 紀井 義弘 横浜 88 (42、46) 117 竹島 大 芦の湖 99 (47、52)

37 中村 彰宏 横浜 83 (43、40) 橋本 友希 習志野 88 (42、46) 118 養田 憲司 姉ヶ崎 100 (46、54)

日坂 泰之 レインボー 83 (43、40) 半澤 淳人 セゴビア 88 (42、46) 119 斉藤 亮 セントラル 101 (52、49)

渡部 美和 鹿野山 83 (42、41) 横須賀 雄一 東名 88 (41、47) 内田 賢行 鶴舞 101 (52、49)

石川 松飛人 鎌倉 83 (41、42) 80 西田 利一 府中 89 (47、42) 佐々木 康夫 鶴舞 101 (48、53)

水田 文生 ブリック＆ウッド 83 (41、42) 土田 悠輔 城里 89 (46、43) 122 西川 潔 横浜 103 (48、55)

平成22年4月13日

平成22年度関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

横浜カントリークラブ・西コース( 6890Yards   Par 72 )


