
会場：
期日：

エントリー： 74名
出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大川 将弥 レインボーヒルズ 71 (36、35) 41 大川 厚志 玉造 84 (42、42)

2 梶谷 卓矢 鷹 74 (38、36) 瀧澤 光雄 我孫子 84 (42、42)

3 八尋 天聖 皐月･佐野 75 (38、37) 北山 茂男 ラインヒル 84 (42、42)

斉藤 史晶 津川 75 (37、38) 石川 清巳 佐野 84 (42、42)

木村 利治 水戸グリーン 75 (36、39) 45 小松崎 博 東筑波 85 (44、41)

6 大溝 崇真 千葉国際 76 (39、37) 46 神田 陽介 石岡・ウエスト 86 (48、38)

小倉 賢大 慶應義塾大 76 (38、38) 柿澤 大輝 水戸レイクス 86 (48、38)

8 和泉 一夫 佐野 77 (41、36) 荒川 隆男 佐野 86 (45、41)

角田 浩 那須小川 77 (38、39) 菅田 正道 東京 86 (44、42)

10 北山 健太郎 ラインヒル 78 (43、35) 小西 清二 日光 86 (44、42)

小森 章弘 那須小川 78 (40、38) 大和田 晃 鷹彦スリー 86 (41、45)

斉野 恵康 GMG八王子 78 (39、39) 水野 永吉 慶應義塾大 86 (41、45)

神笠 健司 那須小川 78 (39、39) 53 岡崎 雅次郎 玉造 87 (44、43)

阿久津 未来也 ファイブエイト 78 (37、41) 塩田 孝宏 都賀 87 (41、46)

齋藤 修一 那須小川 78 (37、41) 伊藤 政俊 武蔵 87 (39、48)

16 磯 佑太 塩原 79 (41、38) 56 飯田 大貴 慶應義塾大 90 (50、40)

勝又 正浩 東京 79 (40、39) 中山 玲生 那須小川 90 (45、45)

18 神農 英和 セベ・バレステロス 80 (42、38) 齋藤 臣文 石岡・ウエスト 90 (44、46)

松村 茂 那須小川 80 (41、39) 五関 一人 矢板 90 (44、46)

木村 仁 玉造 80 (41、39) 60 和光 利一 那須小川 91 (45、46)

今野 宗雄 皐月･鹿沼 80 (39、41) 61 伊藤 匡悦 都賀 92 (46、46)

松本 英司 皆川城 80 (39、41) リー ウェインハン 塩原 92 (45、47)

八木沼 仁 サニーフィールド 80 (39、41) 桑田 達也 猿島 92 (44、48)

鳥濱 伸八 栗橋國際 80 (38、42) 64 板垣 道也 伊香保国際 93 (48、45)

25 長澤 幸治 ニッソー 81 (43、38) 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 93 (47、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 佐々木 恭太郎 ファイブエイト 93 (47、46)

木澤 豪 GMG八王子 81 (42、39) 67 橋本 孝志 芳賀 94 (47、47)

佐藤 有生 新・ユーアイ 81 (41、40) 68 小松 誠 浜野 97 (47、50)

黒田 大成 成田東 81 (41、40) 失格 金田 昌富 筑波

設楽 守廣 赤城国際 81 (40、41) 失格 平野 賢哉 鴨川

岡村 一八 長太郎 81 (39、42) 欠場 渡邉 裕太 日本大

31 渡辺 克彦 ファイブエイト 82 (43、39) 欠場 斉藤 邦雄 那須小川

田村 次郎 那須小川 82 (42、40) 欠場 渡邉 恒美 武蔵

滝 雅志 城里 82 (41、41) 欠場 杉崎 広正 都賀

塩澤 克望 栃木県アマ 82 (40、42)

小山田 雅人 鷹彦スリー 82 (39、43)

36 佐野 智浩 都賀 83 (47、36)

金沢 剛純 オーク・ヒルズ 83 (42、41)

荒井 孝行 那須小川 83 (41、42)

真下 政夫 佐野 83 (40、43)

潮田 英二 那須小川 83 (40、43)
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