
会場：

期日：

エントリー： 133名

出場： 127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 市原 弘章 日本大 74 (37、37) 松村 本盛 鷹彦スリー 83 (42、41) 金村 利光 茨城 89 (43、46) 123 近藤 崇雄 ホワイトバーチ 102 (45、57)

2 大貫 渉太朗 水戸レイクス 75 (36、39) 永渕 圭祐 上総富士 83 (41、42) 浮ケ谷 信夫 総武 89 (43、46) 124 中西 正人 オーク・ヒルズ 103 (52、51)

3 山崎 一雄 桜 76 (40、36) 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 83 (40、43) 84 海老原 昇 取手国際 90 (45、45) 失格 原田 祐二 鷹之台

4 白井 敏夫 総武 77 (41、36) 木下 輝洋 皐月･佐野 83 (40、43) 佐々木 貴志 ニッソー 90 (45、45) 棄権 絵鳩 春雄 麻生

松下 龍之介 城里 77 (38、39) 46 酒井 勇輝 扶桑 84 (44、40) 両角 修 杉ノ郷 90 (44、46) 棄権 蛯原 英光 江戸崎

鈴木 淳一 横浜 77 (38、39) 光信 直長 東千葉 84 (42、42) 田中 守 小田原･日動御殿場 90 (44、46) 欠場 吉田 裕明 嵐山

岩井 正一 習志野 77 (37、40) 箕手 梓元 マナ 84 (41、43) 木村 直登 ファイブエイト 90 (43、47) 欠場 菅野 智次郎 猿島

金田 直之 ニッソー 77 (34、43) 福山 憲一 習志野 84 (41、43) 周郷 寿雄 総武 90 (41、49) 欠場 松尾 慎之介 上総富士

9 橋本 哲夫 総武 78 (40、38) 眞崎 敏寛 南総 84 (40、44) 長谷川 義晴 鎌ヶ谷 90 (41、49) 欠場 西林 基樹 イーグルポイント

大井 勇輝 船橋 78 (39、39) 豊田 茂文 千葉国際 84 (38、46) 波多野 直樹 東千葉 90 (41、49) 欠場 村松 俊亮 府中

百瀬 力弥 中央学院大 78 (39、39) 52 木村 仁 玉造 85 (45、40) 92 八木沢 浩一 鹿沼 91 (45、46) 欠場 橘 秀臣 取手国際

深沢 勝彦 船橋 78 (38、40) 本間 啓介 慶應義塾大 85 (42、43) 大津 仁利 都留 91 (45、46)

船山 久雄 成田東 78 (37、41) 長谷川 望 水戸グリーン 85 (41、44) 高柳 大 太田双葉 91 (40、51)

14 小川 貴央 新千葉 79 (40、39) 大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 85 (41、44) 95 荒井 忠夫 クリアビュー 92 (48、44)

冨永 勝 総武 79 (39、40) - 以 上、 予 選 通 過 － 大矢木 正一 姉ヶ崎 92 (45、47)

木田 壮太 水戸レイクス 79 (39、40) 角 怜央称 日本大 85 (36、49) 宮地 陽一郎 江戸崎 92 (45、47)

永渕 健太 上総富士 79 (38、41) 57 古川 皓也 中央学院大 86 (44、42) 志水 政則 房総 92 (45、47)

徳元 中 筑波学園 79 (37、42) 柴田 文弘 ニッソー 86 (43、43) 高橋 一君博 総武 92 (45、47)

19 田中 源 城里 80 (40、40) 平石 健太 ニッソー 86 (43、43) 桑島 洋一 筑波 92 (44、48)

斎藤 達郎 日本体育大 80 (40、40) 額賀 義朗 船橋 86 (43、43) 101 加藤 裕之 千葉 93 (48、45)

杉山 宣行 房総 80 (40、40) 生 和男 津久井湖 86 (42、44) 志田 正陽 富里 93 (46、47)

椎野 俊朗 サニーフィールド 80 (39、41) 吉永 賢 レインボーヒルズ 86 (41、45) 大場 歓 埼玉国際 93 (43、50)

23 金 智宇 ホワイトバーチ 81 (40、41) 三好 一成 習志野 86 (41、45) 104 相馬 聡夫 茨城 94 (49、45)

岡田 光史 嵐山 81 (39、42) 64 時久 伸哉 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (49、38) 中村 勝義 セゴビア 94 (48、46)

25 倉片 優 武蔵 82 (42、40) 平塚 篤 サニーフィールド 87 (44、43) 奥山 昌宏 鹿島の杜 94 (47、47)

安藤 澄周 東京湾 82 (42、40) 倉持 均 クリアビュー 87 (44、43) 住田 日換 永野 94 (45、49)

額賀 逸朗 船橋 82 (42、40) 宮本 雄司 龍ヶ崎 87 (44、43) 永江 達史 アバイディング 94 (45、49)

金子 隆 ゴールド佐野 82 (42、40) 日置 智己 習志野 87 (41、46) 109 松下 晃 ホワイトバーチ 95 (51、44)

近藤 雅大 中央学院大 82 (41、41) 野崎 美夫 鷹之台 87 (41、46) 細川 謙 ゴールド佐野 95 (47、48)

浅野 博司 浦和 82 (41、41) 齋藤 史崇 ゴールド佐野 87 (41、46) 仙台 繁 京 95 (46、49)

斎藤 太津規 セゴビア 82 (41、41) 71 中山 富男 船橋 88 (46、42) 112 山崎 寿 南総 96 (51、45)

秋山 良一 武蔵 82 (41、41) 平田 利夫 千葉国際 88 (46、42) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 96 (48、48)

亀田 欣吾 総武 82 (40、42) 大森 斉貴 玉川 88 (45、43) 中島 義幸 石岡・ウエスト 96 (47、49)

渡邊 悠太 ニッソー 82 (40、42) 津村 竜浩 日高 88 (44、44) 115 飯塚 強 城里 97 (51、46)

松村 滋基 鷹彦スリー 82 (39、43) 金本 元章 取手国際 88 (43、45) 小野 浩嗣 総武 97 (47、50)

36 豊田 伸哉 神奈川大 83 (43、40) 中嶋 政則 セベ・バレステロス 88 (43、45) 宗田 昭彦 東千葉 97 (46、51)

高橋 勲 茨城 83 (43、40) 松本 真輔 富里 88 (43、45) 和田 充宏 習志野 97 (44、53)

ユーバンク 誠 千葉国際 83 (43、40) 安部 優作 慶應義塾大 88 (41、47) 119 平野 春行 佐原 98 (48、50)

高井 聡 岩瀬桜川 83 (43、40) 千葉 洸平 水戸グリーン 88 (41、47) 120 山崎 直久 京葉 99 (46、53)

松尾 勝人 鎌ヶ谷 83 (42、41) 松谷 英樹 鶴舞 88 (41、47) 121 中野 秀樹 大宮国際 100 (49、51)

塩澤 佑基 中央学院大 83 (42、41) 81 森 大 永野 89 (46、43) 平本 貴範 葉山国際 100 (43、57)

平成23年4月12日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第2会場予選競技

船橋カントリー倶楽部( 7007Yards   Par 72 )


