
会場：
期日：

エントリー： 130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 竹内 巧 葉山国際 74 (38、36) 間庭 章光 三島 81 (43、38) 平方 彰 伊香保国際 86 (44、42) 123 毛木 徹 富士御殿場 97 (53、44)

岩堀 眞規 ギャツビイ 74 (38、36) 倉津 真二 小田原･松田 81 (42、39) 博山 守 清川 86 (43、43) 失格 石川 重人 鎌倉

高橋 晋伸輔 関東国際 74 (37、37) 中村 竜一 浜野 81 (41、40) 八原 正行 レインボー 86 (41、45) 失格 小山 真生 ギャツビイ

4 飯塚 裕一 藤岡 75 (38、37) 高畑 尚康 武蔵松山 81 (41、40) 齊藤 隆男 取手国際 86 (41、45) 失格 小林 春好 セントラル

重藤 亮一 セントラル 75 (37、38) 中莖 雄大 伊豆にらやま 81 (40、41) 上野 陽一 大厚木 86 (39、47) 棄権 渡邉 孝之 富士箱根

6 中村 勝郁 伊勢原 76 (39、37) 中村 彰宏 横浜 81 (40、41) 87 土屋 巧 大熱海国際 87 (44、43) 欠場 渡邉 浩嗣 相模野

武井 淳 八幡 76 (38、38) 西原 浩司 ギャツビイ 81 (40、41) 今戸 節夫 箱根 87 (44、43) 欠場 石上 誠 富士チサン

園田 昂生 大熱海国際 76 (37、39) 杉之間 信明 富士小山 81 (40、41) 晝間 隆広 東富士 87 (43、44) 欠場 緑川 貴 レインボー

阿部 和生 ホロン 76 (36、40) 新海 和樹 富士チサン 81 (38、43) 稲生 純也 大熱海国際 87 (43、44)

10 原田 武秀 大利根 77 (40、37) 51 落合 盛公 凾南 82 (42、40) 薗 保治 富士箱根 87 (40、47)

佐藤 義則 鷹之台 77 (39、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 武藏 圭太 大厚木 87 (40、47)

大曾根 孝宏 大熱海国際 77 (39、38) 梅木 信吾 姉ヶ崎 82 (42、40) 永山 守 大相模 87 (40、47)

正野 有道 小田原･松田 77 (37、40) 菊地 展弘 沼津 82 (41、41) 94 吉田 泉 浜松シーサイド 88 (46、42)

14 井上 豪 富士小山 78 (41、37) 石田 真吾 GMG八王子 82 (41、41) 渡辺 寛 小川 88 (46、42)

野崎 寿之 伊香保 78 (40、38) 伊藤 俊行 富士チサン 82 (41、41) 木村 裕亮 セントラル 88 (45、43)

若林 彰 リバー富士 78 (40、38) 田村 巌 東京よみうり 82 (41、41) 島本 裕之 取手国際 88 (43、45)

小林 捷 伊豆にらやま 78 (40、38) 山田 弘 大熱海国際 82 (41、41) 98 佐藤 政弘 平塚富士見 89 (47、42)

山田 敏紀 箱根 78 (39、39) 猪股 英昭 富士箱根 82 (39、43) 井上 義隆 レインボー 89 (46、43)

遠山 武志 横浜 78 (38、40) 59 吉田 章 戸塚 83 (45、38) 竹島 大 芦の湖 89 (46、43)

横川 竜希 東名 78 (36、42) 奥村 康徳 千葉 83 (44、39) 塘 勝哉 小田原･松田 89 (45、44)

21 石川 松飛人 鎌倉 79 (42、37) 鈴木 正剛 横浜 83 (42、41) 柴田 泰三 富士 89 (44、45)

高橋 謙司 湘南シーサイド 79 (41、38) 瀬戸 千尋 伊勢原 83 (42、41) 松本 信輔 取手国際 89 (43、46)

今田 駿作 神奈川大 79 (41、38) 中村 敦史 湘南シーサイド 83 (41、42) 榎本 善重 湘南シーサイド 89 (42、47)

光山 富夫 横浜 79 (40、39) 田中 文雄 姉ヶ崎 83 (41、42) 林 成彦 富士レイクサイド 89 (41、48)

小薗 惠吾 伊豆国際 79 (40、39) 島路 清惠 横浜 83 (40、43) 106 木村 宜正 白鳳 90 (46、44)

秋元 嘉夫 レインボー 79 (39、40) 田中 耕太郎 木更津 83 (39、44) 福井 浩二 南総 90 (44、46)

宮島 輝喜 東京 79 (39、40) 大堤 啓善 阿見 83 (38、45) 108 斎藤 英輔 湘南シーサイド 91 (48、43)

飯田 雄介 秦野 79 (39、40) 68 松井 篤 沼津 84 (45、39) 増田 克伊 秦野 91 (46、45)

鈴木 昭彦 沼津 79 (39、40) 原川 博明 愛鷹 84 (42、42) 江隈 昭人 ゴールド木更津 91 (44、47)

中里 匡良 大相模 79 (38、41) 植松 寧 伊豆国際 84 (42、42) 加藤 章嘉 東千葉 91 (44、47)

高村 保 姉ヶ崎 79 (38、41) 渋澤 卓也 取手国際 84 (41、43) 大鴈丸 正人 芦の湖 91 (40、51)

小林 一三 リバー富士 79 (37、42) 沼田 正己 箱根 84 (41、43) 113 鈴木 基弘 修善寺 92 (46、46)

33 濱田 勝 サンレイク 80 (44、36) 山田 直紀 小田原･松田 84 (41、43) 柴田 篤 小田原･日動御殿場 92 (44、48)

加藤 至康 リバー富士 80 (42、38) 山崎 帆久登 神奈川大 84 (40、44) 上田 修司 東名 92 (43、49)

森谷 慎二 ロイヤルスター 80 (41、39) 75 柳澤 達哉 戸塚 85 (46、39) 井上 盛夫 メイプルポイント 92 (43、49)

今村 保之 愛鷹 80 (41、39) 勝田 兵吉 箱根 85 (44、41) 117 岡田 成寛 阿見 93 (47、46)

山崎 佑馬 明治学院大 80 (41、39) 小林 元 上田丸子グランヴィリオ 85 (43、42) 香坂 雅俊 サンレイク 93 (44、49)

米山 勇樹 小田原･松田 80 (41、39) 石井 基雄 平塚富士見 85 (42、43) 119 田島 秀二 大熱海国際 94 (48、46)

鮫島 康孝 箱根 80 (40、40) 鈴木 淳 伊豆スカイライン 85 (40、45) 120 入江 一樹 取手国際 95 (47、48)

40 高山 卓士 大熱海国際 81 (45、36) 土田 悠輔 城里 85 (40、45) 小菅 憲太郎 箱根 95 (44、51)

大和 次郎 成田東 81 (43、38) 81 岩田 和広 小田原･松田 86 (49、37) 122 西堀 雅一 成田ハイツリー 96 (50、46)

平成23年4月18日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

箱根カントリー倶楽部( 7109Yards   Par 72 )


