
会場：
期日：

エントリー： 144名
出場： 136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 三上 徹也 茨城ロイヤル 71 (37、34) 佐藤 大悟 中央学院大 79 (39、40) 四倉 次郎 キングフィールズ 83 (42、41) 山崎 誠 千葉夷隅 89 (45、44)

2 岡野 洸平 新千葉 72 (37、35) 渡邉 賢 法政大 79 (39、40) 篠塚 猛人 東京湾 83 (41、42) 海老塚 亮一 キングフィールズ 89 (45、44)

3 手塚 辰弥 法政大 73 (38、35) 44 齋藤 博活 万木城 80 (43、37) 鈴木 雅弘 ニッソー 83 (41、42) 佐瀬 敏夫 新千葉 89 (45、44)

小林 曜 中央学院大 73 (37、36) 佐久間 淳 千葉夷隅 80 (41、39) 85 佐藤 雅道 姉ヶ崎 84 (43、41) 東 稔哉 成田GC 89 (45、44)

山城 康博 東千葉 73 (37、36) 森田 正浩 日立 80 (40、40) 仲森 良樹 房総 84 (43、41) 桜井 和夫 成田GC 89 (43、46)

丹野 宏紀 セゴビア 73 (36、37) 森口 貴資 秦野 80 (40、40) 小林 祐介 東千葉 84 (43、41) 128 高松 孝行 グレンオークス 90 (47、43)

阿部 達也 法政大 73 (35、38) 柳澤 達哉 戸塚 80 (40、40) 藤井 貴博 京葉 84 (42、42) 山口 祐一郎 木更津 90 (45、45)

8 鹿島 康裕 相模原 74 (38、36) 八木 伸二 東千葉 80 (40、40) 松尾 慎之介 上総富士 84 (42、42) 130 徳山 権一 富里 92 (45、47)

矢代 直仁 新千葉 74 (38、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 鈴木 克也 ゴールド木更津 84 (42、42) 不二原 正治 ロイヤルスター 92 (44、48)

10 山野 貴之 富里 75 (38、37) 家泉 英明 東千葉 80 (39、41) 中尾 隆幸 南総 84 (41、43) 132 小園 浩己 成田GC 93 (47、46)

野田 早人 大日向 75 (38、37) 佐野 陽彦 万木城 80 (39、41) 磯野 芳 加茂 84 (41、43) 菊地 泰彦 磯子 93 (46、47)

桜井 延秋 新千葉 75 (38、37) 永渕 健太 上総富士 80 (39、41) 鈴木 勇 磯子 84 (40、44) 岩本 直樹 千葉夷隅 93 (44、49)

13 山岸 邦幸 鷹之台 76 (40、36) 内藤 喜孝 中央学院大 80 (39、41) 酒匂 洋治 戸塚 84 (40、44) 前川 昌之 成田GC 93 (43、50)

頼 亮介 学習院大 76 (39、37) 山野 純也 立野クラシック 80 (39、41) 堀込 伸一 カレドニアン 84 (39、45) 136 山田 恵徳 かずさ 97 (47、50)

田中 雄三 相模原 76 (39、37) 高橋 隆人 梅ノ郷 80 (38、42) 岩本 慎冶 京葉 84 (39、45) 欠場 村上 恭之 鹿島の杜

小林 祐治 東京 76 (38、38) 古川 皓也 中央学院大 80 (36、44) 97 近藤 雅大 中央学院大 85 (45、40) 欠場 和田 泰治 房総

和田 敏郎 オーク・ヒルズ 76 (36、40) 57 佐藤 博史 東千葉 81 (42、39) 有川 楽雄 千葉夷隅 85 (44、41) 欠場 佐野 正人 鎌倉

18 岡村 善裕 平川 77 (41、36) 平田 利夫 千葉国際 81 (42、39) 遠藤 直樹 立野クラシック 85 (44、41) 欠場 上重 修 東千葉

高島 宏史 法政大 77 (40、37) 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (42、39) 中上 浩三 浜野 85 (43、42) 欠場 大塚 泰一郎 成田GC

石渡 和輝 関東ジュニア 77 (38、39) 光山 成夫 東名 81 (41、40) 永渕 圭祐 上総富士 85 (43、42) 欠場 柴野 幹夫 鷹彦スリー

三好 一成 習志野 77 (37、40) 伊藤 一彦 鷹彦スリー 81 (41、40) 毛利 元昭 立野クラシック 85 (42、43) 欠場 長島 洋介 真名

古賀 英人 富士 77 (36、41) 鈴木 洋 成田GC 81 (41、40) 河野 英治 セントラル 85 (42、43) 欠場 野村 昌広 学習院大

藤原 功司 ブリック＆ウッド 77 (35、42) 井本 眞道 姉ヶ崎 81 (41、40) 宮内 行雄 万木城 85 (42、43)

鈴木 克彦 ザ・レイクス 77 (35、42) 伊藤 英之 ロイヤルスター 81 (40、41) 牧長 一喜 房総 85 (39、46)

25 藤崎 隆 鳩山 78 (41、37) 星野 英章 磯子 81 (40、41) 鈴木 修 富士 85 (39、46)

内堀 翔伍 スカイウェイ 78 (40、38) 大場 邦夫 大相模 81 (39、42) 107 岸野 一夫 キングフィールズ 86 (46、40)

荒谷 勝俊 千葉夷隅 78 (40、38) 金子 泰雄 カレドニアン 81 (37、44) 茂呂 和久 鷹之台 86 (44、42)

定山 清 セベ・バレステロス 78 (39、39) 68 高橋 美幸 香取 82 (43、39) 横井 文昭 源氏山 86 (44、42)

窪田 一樹 スプリングフィルズ 78 (39、39) 高瀬 大和 早稲田大 82 (43、39) 小川 龍矩 茨城ロイヤル 86 (43、43)

藤本 鎮 ホワイトバーチ 78 (39、39) 長山 寿也 千葉国際 82 (43、39) 松本 浩 霞南 86 (42、44)

豊田 弘司 万木城 78 (39、39) 伊藤 日出夫 成田東 82 (42、40) 112 東 秀明 ロイヤルスター 87 (49、38)

松岡 啓 京葉 78 (39、39) 佐山 成男 江戸崎 82 (42、40) 橋本 征道 東千葉 87 (46、41)

鈴木 悠介 パ協 78 (39、39) 吉田 章 戸塚 82 (41、41) 山田 寛喜 日本大 87 (45、42)

田村 一美 千葉夷隅 78 (38、40) 志水 政則 房総 82 (40、42) 吉田 潔 鎌ヶ谷 87 (42、45)

斎藤 慎太郎 セゴビア 78 (38、40) 早水 省吾 アスレチック 82 (40、42) 116 飯岡 勝利 ロイヤルスター 88 (46、42)

仲村 高穂美 かずさ 78 (37、41) 佐藤 充利 成田ハイツリー 82 (39、43) 小林 良 源氏山 88 (44、44)

37 尾崎 貴将 鷹彦スリー 79 (41、38) 川崎 豊 千葉夷隅 82 (38、44) 宮下 宜嗣 グレンオークス 88 (42、46)

五十嵐 東賢 法政大 79 (41、38) 西澤 和之 成田GC 82 (37、45) 中村 光郎 磯子 88 (42、46)

林 剛史 南総 79 (40、39) 79 鈴木 彰浩 セベ・バレステロス 83 (45、38) 川口 伸二 ツインレイクス 88 (40、48)

児玉 博 茨城ロイヤル 79 (40、39) 平林 淑民 立野クラシック 83 (43、40) 村上 永政 ツインレイクス 88 (40、48)

久我 拓也 新千葉 79 (39、40) 臼澤 昭彦 立野クラシック 83 (42、41) 122 笠川 直喜 京葉 89 (45、44)

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12会場予選競技

キングフィールズゴルフクラブ( 6929Yards   Par 72 )


