
会場：

期日：

エントリー： 141名

出場： 138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 高橋 大雄 富士箱根 73 (38、35) 芹澤 陽二郎 東筑波 80 (40、40) 宮下 恵 万木城 84 (41、43) 小玉 雅 烏山城 90 (43、47)

2 熊谷 淳 水戸グリーン 74 (38、36) 小川 直康 セベ・バレステロス 80 (40、40) 山ノ上 利充 秦野 84 (41、43) 宮原 優 エーデルワイス 90 (42、48)

門田 実 新千葉 74 (38、36) 吉田 謄人 セゴビア 80 (40、40) 芝田 進弘 麻倉 84 (41、43) 125 村上 拓也 セゴビア 91 (46、45)

小袋 秀人 関東アマ 74 (37、37) 佐藤 博史 東千葉 80 (40、40) 杉山 賢治 本厚木 84 (40、44) 昼間 隆之 千葉 91 (45、46)

滝 雅志 城里 74 (37、37) 山田 大晟 東名厚木 80 (40、40) 齋藤 正作 麻倉 84 (39、45) 齋藤 忠昭 茨城ロイヤル 91 (44、47)

6 小林 克也 上田丸子グランヴィリオ 75 (39、36) 堀井 浩人 相模野 80 (40、40) 87 大槻 育伸 本厚木 85 (46、39) 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (44、47)

神農 洋平 中央大 75 (38、37) 服部 大輔 茨城県アマ 80 (40、40) 市原 澄彦 イーグルポイント 85 (44、41) 129 原田 安浩 ノースショア 92 (47、45)

石毛 健太 新千葉 75 (38、37) 小野 賢司 セベ・バレステロス 80 (40、40) 三瓶 幸博 スプリングフィルズ 85 (43、42) 岡野 智弘 石岡・ウエスト 92 (45、47)

岩間 竜一郎 東名 75 (37、38) 絵野 剛吏 東千葉 80 (39、41) 寺村 義美 スプリングフィルズ 85 (43、42) 加瀬 博章 東千葉 92 (44、48)

10 上江田 航 佐原 76 (40、36) 長沼 清司 金砂郷 80 (38、42) 福田 正明 富士笠間 85 (43、42) 栗原 英樹 東名厚木 92 (43、49)

鈴木 貴也 扶桑 76 (39、37) 51 會田 一 鶴舞 81 (43、38) 関口 洋一 平塚富士見 85 (42、43) 133 佐藤 治嗣 東名厚木 93 (41、52)

中村 勝一 東名厚木 76 (39、37) 猿山 隆二 カレドニアン 81 (43、38) 鈴木 正一郎 成田ハイツリー 85 (40、45) 134 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 94 (42、52)

太田 再勇 大相模 76 (37、39) 伊谷 健 東千葉 81 (43、38) 廣澤 幹久 本厚木 85 (39、46) 宮崎 哲生 アスレチック 94 (42、52)

斎藤 恭正 成田ハイツリー 76 (37、39) 服部 昇平 土浦 81 (42、39) 95 木村 和紀 麻倉 86 (45、41) 136 板垣 和男 玉造 96 (49、47)

15 木村 裕治 水戸グリーン 77 (40、37) 徳嶽 彰 伊勢原 81 (41、40) 釜谷 正宏 富士小山 86 (44、42) 137 當麻 正貴 浦和 97 (44、53)

柳澤 信吾 袖ヶ浦 77 (40、37) 千葉 実 霞南 81 (41、40) 金田 幸一郎 船橋 86 (43、43) 138 渡辺 一博 成田ハイツリー 98 (47、51)

高島 吉童 スプリングフィルズ 77 (40、37) 藤田 政嗣 ロイヤルスター 81 (40、41) 榊原 一摩 水戸レイクス 86 (43、43) 欠場 大原 浩二 麻倉

佐藤 大平 関東アマ 77 (39、38) 新鞍 竜汰 小田原･松田 81 (40、41) 前山 正隆 富士小山 86 (43、43) 欠場 幸田 恭典 ニッソー

松本 博史 太田双葉 77 (37、40) 宇田川 聡士 成田東 81 (38、43) 上田 和永 成田ハイツリー 86 (43、43) 欠場 鹿野 直也 大厚木

20 鶴谷 竜一 こだま神川 78 (41、37) 60 磯 佑太 塩原 82 (44、38) 茂貫 太郎 阿見 86 (42、44)

石毛 巧 南摩城 78 (41、37) 上村 悠 中央学院大 82 (43、39) 102 斎藤 慎太郎 セゴビア 87 (44、43)

荒井 眞一 筑波 78 (40、38) 増子 敬 白帆 82 (43、39) 小柳 拓也 沼津国際 87 (44、43)

野田 憲正 東京カントリー 78 (39、39) 長田 潤 三井の森蓼科 82 (42、40) 小形 勝利 白帆 87 (43、44)

中村 憲司 水戸 78 (39、39) 松丸 佳孝 成田東 82 (42、40) 大須賀 和博 千葉 87 (43、44)

衣笠 洋司 カレドニアン 78 (38、40) 水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (41、41) 新井 匠 秋山 87 (42、45)

26 堀 将聡 ファイブエイト 79 (41、38) 浅見 友則 麻倉 82 (41、41) 片宗 禎弘 千葉桜の里 87 (42、45)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 籠手田 安朗 大厚木 82 (39、43) 108 小林 正尚 レインボー 88 (46、42)

高濱 朋弘 宍戸ヒルズ 79 (41、38) 大山 和則 スプリングフィルズ 82 (37、45) 中馬 秀興 ノースショア 88 (45、43)

志村 幹夫 大洗 79 (41、38) 69 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 83 (44、39) 山崎 孝 横浜 88 (45、43)

富田 雅之 麻倉 79 (41、38) 小澤 広之 大厚木 83 (43、40) 石井 一功 太田双葉 88 (44、44)

堀内 和昭 姉ヶ崎 79 (40、39) 久保 晋之介 扶桑 83 (41、42) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 88 (43、45)

伊藤 涼太 鷹 79 (40、39) 福富 祥倫 クリスタル 83 (41、42) 柿岡 啓介 習志野 88 (41、47)

窪田 一樹 スプリングフィルズ 79 (39、40) 坪井 浩一 大相模 83 (40、43) 114 田口 陽一 狭山 89 (45、44)

半田 裕一 ファイブエイト 79 (39、40) 柿澤 大輝 水戸レイクス 83 (40、43) 小栗 健嗣 鎌倉 89 (43、46)

米本 貴昭 白帆 79 (39、40) 村上 了太 関東国際 83 (39、44) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 89 (43、46)

大西 慧斗 御殿場 79 (38、41) 染野 光弘 マナ 83 (39、44) 117 入江 精二 宍戸ヒルズ 90 (48、42)

丹野 富壽 伊豆にらやま 79 (37、42) 原 継雄 横浜 83 (39、44) 高橋 隼人 富士箱根 90 (47、43)

37 水上 龍樹 南富士 80 (44、36) 陶 章司 甘楽 83 (39、44) 長船 正人 東名 90 (46、44)

堀江 知史 ツインレイクス 80 (43、37) 中本 光 猿島 83 (38、45) 石原 裕士 東千葉 90 (45、45)

日覚 暁紀 伊勢原 80 (41、39) 海老原 秀聡 中央学院大 83 (38、45) 工藤 哲人 富士 90 (45、45)

中原 正人 大相模 80 (41、39) 81 佐藤 順 唐沢 84 (43、41) 佐野 正人 鎌倉 90 (44、46)

平成23年5月9日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック大会

龍ヶ崎カントリー倶楽部( 7047Yards   Par 72 )


