
会場：
期日：

エントリー： 143名
出場： 139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 福富 祥倫 クリスタル 74 (38、36) 42 谷口 幸大 岡部チサン 84 (43、41) 上田 和永 成田ハイツリー 89 (45、44) 野妻 秋美 鹿沼 97 (45、52)

2 榊原 一摩 水戸レイクス 75 (37、38) 鈴木 明彦 霞ヶ関 84 (42、42) 福澤 勇二 川越 89 (44、45) 長谷川 重美 森林公園 97 (45、52)

3 岡本 聡 習志野 78 (38、40) 寺村 義美 スプリングフィルズ 84 (42、42) 天野 正行 立川国際 89 (44、45) 原 邦之 東松山 97 (45、52)

吉村 明恭 中央学院大 78 (38、40) 片山 純一 中央学院大 84 (42、42) 中馬 秀興 ノースショア 89 (43、46) 126 阪井 勝彦 東千葉 98 (52、46)

5 尾崎 翔太 東京五日市 79 (43、36) 大日 健 寄居 84 (41、43) 永田 昭二 ノースショア 89 (42、47) 横山 和希 東松苑 98 (51、47)

下吉 賢 中央学院大 79 (42、37) 山下 仁 カレドニアン 84 (41、43) 87 松本 晴男 皐月･佐野 90 (47、43) 中川 博元 ノーザン錦ヶ原 98 (51、47)

落合 卓 長瀞 79 (41、38) 中村 潤 立川国際 84 (41、43) 林 靖浩 東松山 90 (47、43) 129 平塚 則吉 東筑波 99 (53、46)

森 信幸 高根 79 (40、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 大貫 渉太朗 水戸レイクス 90 (46、44) 両角 修 杉ノ郷 99 (48、51)

亀井 隆 唐沢 79 (37、42) 中村 誠之 甘楽 84 (39、45) 山口 雅司 大利根 90 (46、44) 131 三葛 良平 皐月･佐野 100 (53、47)

溝井 献也 扶桑 79 (37、42) 50 斎藤 広巳 大利根 85 (50、35) 佐々木 賢 バークレイ 90 (44、46) 後藤 秀彰 東松山 100 (51、49)

11 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 80 (42、38) 稲村 隆浩 セゴビア 85 (46、39) 嶋野 大地 城里 90 (44、46) 133 立花 吉隆 扶桑 101 (53、48)

増田 秀仁 クリアビュー 80 (41、39) 真辺 則光 総武 85 (43、42) 滝沢 泰三 習志野 90 (43、47) 134 河瀬 秀樹 小川 102 (51、51)

半田 裕一 ファイブエイト 80 (40、40) 大久保 慎也 さいたま梨花 85 (43、42) 下地 善英 寄居 90 (42、48) 135 金澤 春男 塩原 104 (49、55)

前田 男 岡部チサン 80 (40、40) 井山 光一 森林公園 85 (42、43) 95 佐口 昭雄 東松苑 91 (48、43) 136 吉田 文一 皐月･佐野 105 (47、58)

斎藤 太津規 扶桑 80 (40、40) 國近 和寿 千葉桜の里 85 (42、43) 島田 将行 東松苑 91 (48、43) 棄権 関 秀勝 玉造

飯塚 隆 熊谷 80 (39、41) 竹内 正己 川越 85 (42、43) 友田 恭一 高麗川 91 (46、45) 棄権 林 雄貴 穂高

増子 敬 白帆 80 (39、41) 小川 宏二郎 鹿沼 85 (41、44) 安部 景一 川越 91 (45、46) 棄権 小鳥 英樹 大利根

平塚 雅敏 ノースショア 80 (38、42) 谷口 嵩聡 鹿沼72 85 (41、44) 中島 栄治 下秋間 91 (45、46) 欠場 本山 年夫 藤ヶ谷

早川 守 セゴビア 80 (38、42) 川崎 純 南総 85 (41、44) 鈴木 敏夫 茨城 91 (44、47) 欠場 菅谷 昭雄 成田東

20 高島 吉童 スプリングフィルズ 81 (42、39) 60 市井 太一 石坂 86 (47、39) 竹内 貴広 富士宮 91 (40、51) 欠場 本橋 健生 川越

吉田 文雄 東松山 81 (41、40) 神戸 誠 太田双葉 86 (44、42) 102 大隅 正史 クリスタル 92 (47、45) 欠場 成田 正樹 嵐山

長田 潤 三井の森蓼科 81 (41、40) 小川 文平 サンヒルズ 86 (43、43) 岡本 正幸 東松苑 92 (47、45)

染谷 健市 扶桑 81 (39、42) 岡 正博 石坂 86 (41、45) 渡辺 一博 成田ハイツリー 92 (46、46)

24 原口 隆 ファイブエイト 82 (44、38) 64 増渕 均 石岡・ウエスト 87 (44、43) 本多 陽一 猿島 92 (45、47)

芹沢 陽二郎 東筑波 82 (43、39) 小保方 徹 クリスタル 87 (44、43) 106 小野 英二 東筑波 93 (49、44)

水上 龍樹 南富士 82 (43、39) 木村 岳夫 小川 87 (42、45) 岡本 浩司 皐月･佐野 93 (46、47)

粉川 直孝 千葉 82 (43、39) 新海 雅之 岡部チサン 87 (41、46) 渡邊 嘉男 習志野 93 (45、48)

吉川 正憲 熊谷 82 (41、41) 68 鈴木 明 小川 88 (47、41) 109 岡 正和 石坂 94 (46、48)

高橋 薫 東筑波 82 (41、41) 西野 伸幸 森林公園 88 (46、42) 柳澤 稔 森林公園 94 (46、48)

都 和人 彩の森 82 (41、41) 大用 尚由 高麗川 88 (46、42) 木田 壮太 水戸レイクス 94 (45、49)

小松崎 卓 マナ 82 (40、42) 大久保 政行 ザ・レイクス 88 (45、43) 奥沢 茂 クリスタル 94 (44、50)

金川 基晴 鷹 82 (40、42) 高田 公夫 甘楽 88 (45、43) 小原 秀文 バークレイ 94 (43、51)

大山 和則 スプリングフィルズ 82 (39、43) 大場 歓 埼玉国際 88 (44、44) 114 工 晋 ザ・レイクス 95 (49、46)

浅田 かれら 彩の森 82 (37、45) 上原 一憲 石坂 88 (43、45) 石川 雅人 早稲田大 95 (49、46)

35 田中 俊行 こだま神川 83 (44、39) 相原 位好 岡部チサン 88 (42、46) 住吉 正光 森林公園 95 (48、47)

金井 篤司 玉川 83 (44、39) 藤澤 徹 石坂 88 (42、46) 嶋田 茂 鷹 95 (45、50)

大島 教之 岡部チサン 83 (43、40) 岩木 洋一 岡部チサン 88 (41、47) 坂元 乃之 江戸崎 95 (45、50)

榎本 涼平 鷹 83 (42、41) 78 福田 大介 岩瀬桜川 89 (48、41) 119 伊東 克博 鹿沼 96 (49、47)

太田 智喜 マナ 83 (41、42) 高野 政人 高山 89 (46、43) 村田 功 森林公園 96 (48、48)

小島 亘 川越 83 (40、43) 高橋 敬二 川越 89 (45、44) 121 貝瀬 裕紀 中央学院大 97 (50、47)

長井 淳平 中央学院大 83 (40、43) 武田 和大 ツインレイクス 89 (45、44) 國井 隆 日高 97 (50、47)

平成22年4月12日

平成22年度関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

森林公園ゴルフ倶楽部( 6968Yards   Par 72 )


