
会場：

期日：

エントリー： 149名

出場： 143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 中村 勝郁 伊勢原 65 (34、31) 久保 昂史 東京大 75 (39、36) 八木沼 仁 サニーフィールド 78 (39、39) 藤城 拓也 ディアレイク 82 (41、41)

2 百瀬 力弥 中央学院大 67 (32、35) 小林 捷 伊豆にらやま 75 (38、37) 浅野 博司 浦和 78 (39、39) 大曾根 孝宏 大熱海国際 82 (40、42)

3 堀川 未来夢 関東アマ 68 (33、35) 秋元 嘉夫 レインボー 75 (38、37) 小林 一三 リバー富士 78 (38、40) 小川 貴央 新千葉 82 (40、42)

4 永井 孝之 芳賀 69 (34、35) 日暮 俊明 扶桑 75 (37、38) 須藤 裕太 パ協 78 (38、40) 126 金田 直之 ニッソー 83 (46、37)

梅山 知宏 矢板 69 (32、37) 西原 浩司 ギャツビイ 75 (37、38) 野崎 寿之 伊香保 78 (37、41) 永渕 健太 上総富士 83 (42、41)

6 正野 有道 小田原･松田 70 (36、34) 光山 富夫 横浜 75 (37、38) 高井 聡 岩瀬桜川 78 (37、41) 今村 保之 愛鷹 83 (42、41)

徳元 中 筑波学園 70 (36、34) 近藤 雅大 中央学院大 75 (36、39) 齋藤 弘行 矢板 78 (37、41) 奥澤 國男 龍ヶ崎 83 (41、42)

新海 和樹 富士チサン 70 (33、37) 木村 利治 水戸グリーン 75 (35、40) 園田 昂生 大熱海国際 78 (37、41) 秋山 良一 武蔵 83 (40、43)

9 中山 和昭 大洗 71 (37、34) 重藤 亮一 セントラル 75 (35、40) 岡戸 行雄 浅見 78 (37、41) 鈴木 昭彦 沼津 83 (38、45)

矢吹 龍一 水戸グリーン 71 (36、35) 永渕 圭祐 上総富士 75 (33、42) 飯田 雄介 秦野 78 (37、41) 中村 竜一 浜野 83 (37、46)

木崎 亮太 白帆 71 (35、36) 51 加藤 至康 リバー富士 76 (39、37) 杉山 宣行 房総 78 (35、43) 133 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (46、38)

12 眞崎 敏寛 南総 72 (37、35) 井上 豪 富士小山 76 (39、37) 93 高橋 勲 茨城 79 (40、39) 豊田 伸哉 神奈川大 84 (42、42)

鈴木 貴士 大日向 72 (37、35) 船山 久雄 成田東 76 (38、38) 深沢 勝彦 船橋 79 (40、39) 135 平松 貴志 セベ・バレステロス 85 (43、42)

米山 勇樹 小田原･松田 72 (36、36) 中莖 雄大 伊豆にらやま 76 (38、38) 倉片 優 武蔵 79 (39、40) 136 椎野 俊朗 サニーフィールド 86 (42、44)

大貫 渉太朗 水戸レイクス 72 (36、36) 櫻井 將大 関東アマ 76 (38、38) 鈴木 清隆 サニーフィールド 79 (39、40) 137 倉津 真二 小田原･松田 87 (43、44)

松下 龍之介 城里 72 (35、37) ユーバンク 誠 千葉国際 76 (37、39) 小薗 惠吾 伊豆国際 79 (38、41) 高橋 克明 芳賀 87 (40、47)

渡邊 悠太 ニッソー 72 (35、37) 渡辺 克彦 ファイブエイト 76 (37、39) 高村 保 姉ヶ崎 79 (38、41) 高橋 謙司 湘南シーサイド 87 (39、48)

額賀 逸朗 船橋 72 (34、38) 武井 淳 八幡 76 (37、39) 光信 直長 東千葉 79 (38、41) 140 本間 啓介 慶應義塾大 88 (43、45)

19 田中 源 城里 73 (38、35) 佐藤 健志 日光 76 (36、40) 庄司 由 東名 79 (37、42) 141 間庭 章光 三島 89 (43、46)

星 尚弥 東宇都宮 73 (37、36) 中里 匡良 大相模 76 (35、41) 古川 和義 芳賀 79 (37、42) 棄権 高畑 尚康 武蔵松山

原田 武秀 大利根 73 (37、36) 61 宮川 将 妙高サンシャイン 77 (41、36) 木下 輝洋 皐月･佐野 79 (37、42) 棄権 山崎 一雄 桜

片山 純一 中央学院大 73 (36、37) 濱田 勝 サンレイク 77 (41、36) 103 百目鬼 光紀 鹿沼72 80 (41、39) 欠場 相田 喜久夫 芳賀

今田 駿作 神奈川大 73 (36、37) 渡邉 裕太 日本大 77 (40、37) 飯塚 裕一 藤岡 80 (41、39) 欠場 斎藤 太津規 セゴビア

鈴木 淳一 横浜 73 (36、37) 森谷 慎二 ロイヤルスター 77 (39、38) 高橋 晋伸輔 関東国際 80 (40、40) 欠場 横関 秀夫 芳賀

市川 義勝 茨城ロイヤル 73 (35、38) 鮫島 康孝 箱根 77 (39、38) 斉藤 幹夫 宇都宮 80 (40、40) 欠場 増田 秀仁 クリアビュー

岩堀 眞規 ギャツビイ 73 (35、38) 山田 敏紀 箱根 77 (38、39) 木村 仁 玉造 80 (40、40) 欠場 塩谷 二朗 芳賀

阿部 和生 ホロン 73 (35、38) 木田 壮太 水戸レイクス 77 (38、39) 竹内 巧 葉山国際 80 (39、41) 欠場 小林 勇一郎 岡部チサン

- 以 上、 決 勝 進 出 － 高山 卓士 大熱海国際 77 (38、39) 中村 彰宏 横浜 80 (39、41)

箕手 梓元 マナ 73 (35、38) 松村 滋基 鷹彦スリー 77 (38、39) 松尾 勝人 鎌ヶ谷 80 (39、41)

遠山 武志 横浜 73 (34、39) 豊田 茂文 千葉国際 77 (37、40) 山崎 佑馬 明治学院大 80 (37、43)

松村 本盛 鷹彦スリー 73 (33、40) 塩澤 佑基 中央学院大 77 (36、41) 助川 椋 パ協 80 (37、43)

31 齊藤 陸 パ協 74 (38、36) 斎藤 達郎 日本体育大 77 (36、41) 安藤 澄周 東京湾 80 (36、44)

岡田 光史 嵐山 74 (37、37) 石川 松飛人 鎌倉 77 (34、43) 114 大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 81 (44、37)

若林 彰 リバー富士 74 (36、38) 74 大井 勇輝 船橋 78 (42、36) 宮島 輝喜 東京 81 (42、39)

亀田 欣吾 総武 74 (36、38) 中野 正義 富士笠間 78 (40、38) 大関 強 芳賀 81 (41、40)

吉村 明恭 中央学院大 74 (36、38) 長谷川 望 水戸グリーン 78 (40、38) 横川 竜希 東名 81 (40、41)

岩井 正一 習志野 74 (35、39) 伊東 勝也 鶴舞 78 (40、38) 市原 弘章 日本大 81 (40、41)

落合 盛公 凾南 74 (35、39) 白井 敏夫 総武 78 (39、39) 冨永 勝 総武 81 (38、43)

金 智宇 ホワイトバーチ 74 (33、41) 北山 健太郎 ラインヒル 78 (39、39) 橋本 哲夫 総武 81 (37、44)

39 福山 憲一 習志野 75 (40、35) 金子 隆 ゴールド佐野 78 (39、39) 121 杉之間 信明 富士小山 82 (43、39)

酒井 勇輝 扶桑 75 (40、35) 佐藤 義則 鷹之台 78 (39、39) 大和 次郎 成田東 82 (41、41)

平成23年5月13日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会

取手国際ゴルフクラブ・西コース( 6771Yards   Par 72 )


