
会場：
期日：

エントリー： 78名
出場： 77名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 北村 和秋 石地シーサイド 76 (37、39) 渡辺 清明 笹神五頭 89 (43、46)

2 柏原 弘信 穂高 77 (37、40) 波方 孝 越後 89 (42、47)

3 河田 丈一郎 フォレスト 78 (40、38) 大淵 芳森 十日町 89 (39、50)

4 渡辺 政由 紫雲 79 (39、40) 44 星野 節二 長岡 90 (48、42)

石岡 一美 長岡 79 (38、41) 加藤 丈明 中峰 90 (48、42)

6 川端 和憲 小千谷 80 (43、37) 原田 英男 あづみ野 90 (48、42)

鈴木 光夫 妙高高原 80 (42、38) 関谷 政和 十日町 90 (46、44)

宮下 淳志 立科 80 (42、38) 幸田 明 中峰 90 (45、45)

渡辺 泰一郎 日本海 80 (41、39) 石川 陽一 イーストヒル 90 (45、45)

手塚 浩二 あづみ野 80 (41、39) 小林 常浩 中峰 90 (44、46)

渡辺 誠 長野県ゴルフ協会 80 (40、40) 51 六本木 将嘉 伊香保GC・岡崎城 91 (51、40)

深井 修次 長岡 80 (38、42) 佐藤 伸一 柏崎 91 (46、45)

松井 源太 越後 80 (36、44) 田淵 章 中条 91 (43、48)

14 島田 修 松ヶ峯 81 (41、40) 小山 宏充 佐久平 91 (43、48)

斉藤 史晶 関東ジュニア 81 (38、43) 保坂 恭久 十日町 91 (42、49)

16 渡辺 和希 笹神五頭 82 (37、45) 丸田 純 中峰 91 (40、51)

17 伊藤 啓二 穂高 83 (41、42) 57 東條 和夫 新津 92 (49、43)

18 成井 雄太 柏崎黒姫 84 (46、38) 小原 久仁視 穂高 92 (48、44)

佐藤 大裕 イーストヒル 84 (44、40) 二村 守 あづみ野 92 (48、44)

猪股 充拡 糸魚川 84 (38、46) 白濱 秀樹 長岡 92 (44、48)

21 佐藤 利洋 石地シーサイド 85 (44、41) 浅田 忍 長岡 92 (44、48)

目黒 学 日本海 85 (43、42) 生居 慎司 日本海 92 (44、48)

田村 敏明 小千谷 85 (42、43) 石塚 賢介 柏崎黒姫 92 (43、49)

鈴木 史敏 十日町 85 (42、43) 加藤 勝則 湯田上 92 (43、49)

25 伊藤 雅章 長野 86 (49、37) 65 森本 幹也 柏崎黒姫 93 (52、41)

柳澤 文彦 佐久平 86 (47、39) 池 大輔 新津 93 (46、47)

加藤 仁 イーストヒル 86 (47、39) 浅地 豊 フォレスト 93 (43、50)

栗林 大貴 柏崎黒姫 86 (44、42) 68 番場 洋一 柏崎 94 (47、47)

佐次 富士夫 十日町 86 (41、45) 69 阿部 祐希 柏崎黒姫 97 (51、46)

30 古川 博史 中峰 87 (45、42) 山崎 将史 松ヶ峯 97 (50、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 清野 秀雄 小千谷 97 (48、49)

中澤 文行 高山 87 (44、43) 源川 勝彦 中条 97 (47、50)

五十嵐 健太 長岡 87 (44、43) 73 竹田 裕司 妙高 99 (53、46)

桜井 龍之介 櫛形 87 (43、44) 佐藤 典 紫雲 99 (49、50)

稲川 直人 柏崎黒姫 87 (40、47) 75 渡辺 一郎 長岡 100 (46、54)

35 佐藤 秀明 小千谷 88 (45、43) 76 森村 光二 あづみ野 107 (47、60)

長谷川 剛広 大新潟・出雲崎 88 (45、43) 棄権 和田 光司 嵐山

白 源正 ヨネックス 88 (44、44) 欠場 西脇 豊 柏崎黒姫

満木 翔太 柏崎黒姫 88 (44、44)

佐藤 信行 石地シーサイド 88 (40、48)

40 戸松 彰 紫雲 89 (44、45)
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平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

柏崎カントリークラブ 佐渡・米山コース( 6698Yards   Par 72 )


