
会場：

期日：

エントリー： 82名

出場： 79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 太田 再勇 大相模 72 (37、35) 小山 進一 東名 85 (42、43) 欠場 海老澤 唯 鎌倉

2 鶴谷 竜一 こだま神川 73 (36、37) 小澤 和夫 横浜 85 (41、44)

3 山田 大晟 東名厚木 74 (36、38) 安藤 英俊 白鳳 85 (41、44)

4 高橋 隼人 富士箱根 76 (37、39) 44 重元 洋 大厚木 86 (46、40)

高橋 大雄 富士箱根 76 (37、39) 大坪 誠 横浜 86 (44、42)

6 廣澤 幹久 本厚木 77 (40、37) 榎本 雄文 中津川 86 (43、43)

坪井 浩一 大相模 77 (39、38) 榎本 剛 東名厚木 86 (42、44)

8 岩間 竜一郎 東名 78 (40、38) 安藤 功一 大相模 86 (40、46)

野田 憲正 東京カントリー 78 (40、38) 49 海老澤 健次 鎌倉 87 (43、44)

中原 正人 大相模 78 (40、38) 柳下 俊明 平塚富士見 87 (43、44)

丹野 富壽 伊豆にらやま 78 (38、40) 51 田中 純之 東千葉 88 (45、43)

徳嶽 彰 伊勢原 78 (37、41) 石井 昌紀 鶴舞 88 (44、44)

13 小栗 健嗣 鎌倉 79 (40、39) 谷口 徹 大相模 88 (44、44)

新鞍 竜汰 小田原･松田 79 (39、40) 足達 信 東名 88 (43、45)

15 原 継雄 横浜 80 (41、39) 安藤 浩司 東名 88 (41、47)

工藤 哲人 富士 80 (40、40) 黒川 義規 カナリヤガーデン 88 (40、48)

長船 正人 東名 80 (40、40) 57 池田 良二 南総 89 (46、43)

大槻 育伸 本厚木 80 (39、41) 安藤 敏行 桜 89 (46、43)

19 堀井 浩人 相模野 81 (42、39) 林 哲也 東名厚木 89 (46、43)

鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (40、41) 上田 一郎 立野クラシック 89 (45、44)

鹿野 直也 大厚木 81 (39、42) 蛯名 忠親 チェックメイト 89 (44、45)

佐野 正人 鎌倉 81 (39、42) 飛田 正吉 小田原･松田 89 (43、46)

23 小林 正尚 レインボー 82 (45、37) 63 室田 延宏 オリムピック 90 (48、42)

山崎 孝 横浜 82 (43、39) 鶴薗 弘明 立野クラシック 90 (44、46)

杉山 賢治 本厚木 82 (42、40) 新倉 浩二 大厚木 90 (42、48)

籠手田 安朗 大厚木 82 (40、42) 66 高橋 敏彦 東名厚木 91 (44、47)

山ノ上 利充 秦野 82 (40、42) 原 啓一郎 GMG八王子 91 (42、49)

28 栗原 英樹 東名厚木 83 (43、40) 森木 茂光 葉山国際 91 (42、49)

宮下 恵 万木城 83 (43、40) 69 竹本 英寛 房総 92 (48、44)

原田 安浩 ノースショア 83 (41、42) 真実井 浩亮 伊勢原 92 (43、49)

小柳 拓也 沼津国際 83 (39、44) 71 美濃羽 真一 オリムピック 93 (49、44)

32 中村 勝一 東名厚木 84 (44、40) 牧野 寛 鹿沼 93 (48、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 73 藤川 輝信 東名 94 (46、48)

関 晴樹 大相模 84 (42、42) 大崎 洋平 東名 94 (46、48)

竹尾 亮輔 ロイヤルスター 84 (41、43) 半田 明 東京五日市 94 (46、48)

長浜 浄 相模野 84 (40、44) 76 冨井 実雄 富士 95 (46、49)

36 井上 信明 小田原･日動御殿場 85 (46、39) 山本 善一 清川 95 (45、50)

蛯原 潤 我孫子 85 (45、40) 西片 一成 埼玉国際 95 (44、51)

佐々木 康裕 大相模 85 (44、41) 79 平井 宏房 伊豆にらやま 97 (49、48)

大堀 直紀 パ協 85 (43、42) 欠場 谷 真 成田GC

高橋 康佑宏 富士箱根 85 (42、43) 欠場 中尾 隆幸 南総

平成23年4月11日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

本厚木カンツリークラブ( 6821Yards   Par 72 )


