
会場：

期日：

エントリー： 108名

出場： 106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

1 高野 隆 柏崎 71 (38、33) 堀口 晴雄 ツインレイクス 78 (38、40) 秋山 圭一郎 富士笠間 84 (42、42)

八十岡 寛晶 ラインヒル 71 (36、35) 嶋田 朱里斗 白水 78 (37、41) 横川 康祐 扶桑 84 (41、43)

3 高柳 大 太田双葉 72 (36、36) 篠 優希 川越 78 (37、41) 吉田 広樹 高根 84 (40、44)

櫻井 勝之 鷹 72 (36、36) 44 大水 博之 長野県ゴルフ協会 79 (41、38) 85 田嶋 幸久 秩父国際 85 (41、44)

竹安 俊也 城里 72 (36、36) 平塚 篤 サニーフィールド 79 (41、38) 86 福島 英之 藤岡 86 (46、40)

絵野 剛吏 東千葉 72 (35、37) 細谷 祐生 茨城ロイヤル 79 (40、39) 島村 由起男 日本 86 (45、41)

7 長船 佑紀 新千葉 73 (38、35) 宮下 淳志 立科 79 (40、39) 反町 希一 レーサム 86 (43、43)

伊藤 啓二 穂高 73 (38、35) 柳澤 文彦 佐久平 79 (40、39) 橋本 周巳 彩の森 86 (42、44)

梅澤 吉朗 群馬 73 (36、37) 高瀬 基次 エーデルワイス 79 (40、39) 90 六本木 将嘉 伊香保GC・岡崎城 87 (47、40)

百瀬 力弥 中央学院大 73 (36、37) 小川 雅規 アザレア 79 (40、39) 高見澤 佑周 富岡 87 (44、43)

11 石毛 巧 南摩城 74 (38、36) 堀江 知史 緑野 79 (39、40) 廣田 剛治 日光 87 (42、45)

中山 和昭 大洗 74 (36、38) 茂木 和也 ファイブエイト 79 (39、40) 田尻 寿啓 立科 87 (41、46)

13 小山 宏充 佐久平 75 (40、35) 山岸 秀樹 穂高 79 (39、40) 94 有馬 士郎 高根 88 (45、43)

田中 孝幸 佐久平 75 (39、36) 杉木 邦夫 群馬 79 (39、40) 竹田 信夫 小川 88 (43、45)

山名 英統 城里 75 (39、36) 55 柴田 博文 ザ・レイクス 80 (42、38) 二村 守 あづみ野 88 (43、45)

関 徹也 赤城国際 75 (38、37) 金子 重夫 緑野 80 (42、38) 石井 康広 川越 88 (43、45)

塩澤 佑基 中央学院大 75 (38、37) 梅山 明久 伊香保国際 80 (41、39) 98 斉藤 軽信 クリスタル 89 (47、42)

鈴木 貴也 扶桑 75 (38、37) 金子 義一 越生 80 (41、39) 森村 光二 あづみ野 89 (46、43)

吉田 拓也 関越ハイランド 75 (38、37) 尾崎 勉 白水 80 (40、40) 100 菅又 康倫 カレドニアン 91 (48、43)

加治屋 舜介 秋山 75 (37、38) 荒木 英明 石岡・ウエスト 80 (40、40) 101 原田 英男 あづみ野 92 (46、46)

21 黒滝 公彦 エーデルワイス 76 (41、35) 金山 寿正 セゴビア 80 (40、40) 102 嶋田 匡宏 秩父国際 93 (50、43)

黒子 光貴 ダイヤグリーン 76 (40、36) 海老原 秀聡 中央学院大 80 (38、42) 布施 勝章 高根 93 (49、44)

岡田 睦広 レーサム 76 (39、37) 戸祭 康夫 日光 80 (38、42) 伊藤 将也 烏山城 93 (47、46)

村越 元彰 宍戸ヒルズ 76 (39、37) 64 阿部 政則 群馬 81 (43、38) 松田 健一 高根 93 (46、47)

露木 実 東名厚木 76 (38、38) 井川 智一郎 初穂 81 (43、38) 棄権 金 煕謙 佐久平

飯田 祐一郎 中央学院大 76 (37、39) 進藤 祥史 扶桑 81 (43、38) 欠場 風間 紀寿 セントラル

高橋 晋伸輔 関東国際 76 (36、40) 磯岡 健太郎 佐原 81 (41、40) 欠場 北 俊一 群馬

松本 偉嗣 ロイヤルオーク 76 (36、40) 広井 智一 廣済堂埼玉 81 (41、40)

松本 博史 太田双葉 76 (36、40) 岡田 健人 下秋間 81 (39、42)

30 小林 浩之 長野県ゴルフ協会 77 (40、37) 花田 直樹 ツインレイクス 81 (38、43)

鈴木 亮太 川越 77 (40、37) 71 山田 弘一 ノーザン赤城 82 (43、39)

佐藤 圭胤 富岡 77 (38、39) 山本 伸一 岡部チサン 82 (42、40)

高田 康弘 関東国際 77 (38、39) 三上 修平 エーデルワイス 82 (42、40)

竹内 輝樹 秋山 77 (37、40) 市川 隆夫 江戸崎 82 (41、41)

35 斎藤 仁 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (41、37) 75 伴野 剛文 佐久平 83 (45、38)

浅見 雄大 白水 78 (41、37) 伊藤 雅章 長野県ゴルフ協会 83 (42、41)

朝川 正男 立科 78 (39、39) 長谷部 浩志 エーデルワイス 83 (42、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 手塚 浩二 あづみ野 83 (41、42)

柳澤 知己 大洗 78 (39、39) 並木 啓枝 中央学院大 83 (41、42)

石塚 将年 フレンドシップ 78 (39、39) 市川 浩 佐久平 83 (40、43)

須山 宏和 ノーザン赤城 78 (38、40) 81 矢野 圭祐 セントラル 84 (44、40)

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4会場予選競技

ローズベイカントリークラブ( 6695Yards   Par 72 )


