
会場：
期日：

エントリー： 60名
出場： 56名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 北山 健太郎 ラインヒル 75 (38、37) 41 相馬 義孝 塩原 88 (41、47)

齊藤 陸 パ協 75 (36、39) 石川 雅人 早稲田大 88 (40、48)

3 助川 椋 パ協 76 (40、36) 43 大塚 雅弘 かすみがうらOGM 89 (44、45)

星 尚弥 東宇都宮 76 (39、37) 44 三宅 研二 芳賀 90 (45、45)

5 相田 喜久夫 芳賀 77 (39、38) 平野 和夫 紫塚 90 (42、48)

木村 利治 水戸グリーン 77 (39、38) 46 山川 忠男 ルーデンス 91 (47、44)

7 矢吹 龍一 水戸グリーン 78 (38、40) 47 相馬 利高 栃木県アマ 92 (46、46)

藤城 拓也 ディアレイク 78 (38、40) 久保田 和博 鷹 92 (45、47)

中山 和昭 大洗 78 (38、40) 49 飯山 敏弘 千成 93 (43、50)

10 小林 勇一郎 岡部チサン 79 (42、37) 50 長岡 司郎 芳賀 95 (49、46)

久保 昂史 東京大 79 (42、37) 51 河合 正博 千葉国際 96 (47、49)

古川 和義 芳賀 79 (41、38) 52 大熊 章夫 都賀 97 (46、51)

鈴木 清隆 サニーフィールド 79 (40、39) 53 小西 清二 日光 98 (49、49)

木崎 亮太 白帆 79 (40、39) 失格 藤井 淳 宍戸ヒルズ

百目鬼 光紀 鹿沼72 79 (39、40) 棄権 野澤 浩 芳賀

永井 孝之 芳賀 79 (39、40) 棄権 高田 康弘 ザ・レイクス

17 奥澤 國男 龍ヶ崎 81 (42、39) 欠場 高安 茂樹 芳賀

齋藤 弘行 矢板 81 (41、40) 欠場 廣田 剛治 日光

八木沼 仁 サニーフィールド 81 (37、44) 欠場 江川 哲生 取手国際

20 鈴木 貴士 大日向 82 (44、38) 欠場 橋本 孝志 芳賀

横関 秀夫 芳賀 82 (41、41)

佐藤 健志 日光 82 (41、41)

23 塩谷 二朗 芳賀 83 (41、42)

渡邉 裕太 日本大 83 (41、42)

渡辺 克彦 ファイブエイト 83 (40、43)

高橋 克明 芳賀 83 (39、44)

27 岡戸 行雄 浅見 84 (42、42)

大関 強 芳賀 84 (42、42)

市川 義勝 茨城ロイヤル 84 (41、43)

宮川 将 妙高サンシャイン 84 (41、43)

平松 貴志 セベ・バレステロス 84 (40、44)

32 斉藤 幹夫 宇都宮 85 (44、41)

- 以 上、 予 選 通 過 －

内堀 翔伍 スカイウェイ 85 (42、43)

34 岡村 一士 芳賀 86 (45、41)

船越 秀人 芳賀 86 (44、42)

湯川 訓至 芳賀 86 (43、43)

大輪 広明 水戸グリーン 86 (43、43)

狩野 洋行 桜 86 (42、44)

39 菅又 康倫 日光 87 (45、42)

角田 浩 那須小川 87 (44、43)
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