
会場：

期日：

エントリー： 102名

出場： 97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

1 滝 雅志 城里 72 (36、36) 42 小川 直康 セベ・バレステロス 83 (43、40) 高谷 仁史 中央学院大 91 (45、46)

榊原 一摩 水戸レイクス 72 (33、39) 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 83 (42、41) 83 長谷川 崇 石岡・ウエスト 92 (46、46)

3 久保 晋之介 扶桑 74 (36、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 山波 諭 ゴールデンレイクス 92 (44、48)

4 熊谷 淳 水戸グリーン 75 (37、38) 因泥 洋 猿島 83 (40、43) 85 長谷川 一 宍戸ヒルズ 93 (45、48)

大山 和則 スプリングフィルズ 75 (36、39) 有馬 昌宏 玉造 83 (39、44) 86 横川 康祐 扶桑 94 (50、44)

6 松本 博史 太田双葉 76 (41、35) 46 霜田 邦明 大日向 84 (45、39) 田中 友也 ノーザン赤城 94 (48、46)

中本 光 猿島 76 (40、36) 若林 徹 鹿沼72 84 (44、40) 渡辺 和彦 万木城 94 (45、49)

服部 昇平 土浦 76 (39、37) 広瀬 一哉 高萩 84 (41、43) 89 北川 高嗣 阿見 96 (49、47)

福田 正明 富士笠間 76 (39、37) 石井 昭浩 皐月･鹿沼 84 (41、43) 皆川 義幸 皐月･佐野 96 (47、49)

窪田 一樹 スプリングフィルズ 76 (36、40) 中山 親美 霞台 84 (41、43) 齋川 雅之 扶桑 96 (47、49)

11 長沼 清司 金砂郷 77 (42、35) 小松崎 博 東筑波 84 (41、43) 92 中山 茂樹 岩瀬桜川 97 (43、54)

水上 龍樹 南富士 77 (40、37) 塚本 剛 水戸 84 (40、44) 93 奥村 貴人 スプリングフィルズ 101 (53、48)

佐藤 順 唐沢 77 (35、42) 杉田 晃浩 玉造 84 (39、45) 94 榎戸 徳男 高萩 102 (56、46)

14 米本 貴昭 白帆 78 (40、38) 54 才津 博昭 ニッソー 85 (45、40) 95 工 晋 ザ・レイクス 107 (54、53)

石井 一功 太田双葉 78 (40、38) 立花 吉隆 扶桑 85 (44、41) 棄権 互井 透 宍戸ヒルズ

磯 佑太 塩原 78 (39、39) 入江 芳史 セゴビア 85 (44、41) 棄権 小島 映博 パ協

板垣 和男 玉造 78 (39、39) 上村 努 東筑波 85 (41、44) 欠場 日置 一 習志野

18 斎藤 慎太郎 セゴビア 79 (40、39) 宇佐美 正仁 金砂郷 85 (40、45) 欠場 森田 正浩 大洗

日覚 暁紀 伊勢原 79 (40、39) 59 金川 基晴 鷹 86 (44、42) 欠場 鈴木 昇 ザ・レイクス

吉田 謄人 セゴビア 79 (39、40) 貝瀬 裕紀 中央学院大 86 (43、43) 欠場 姥貝 丈司 潮来

荒井 眞一 筑波 79 (39、40) 松本 英司 皆川城 86 (43、43) 欠場 斉藤 勉 万木城

村上 拓也 セゴビア 79 (39、40) 津崎 真一 セントラル 86 (42、44)

福富 祥倫 クリスタル 79 (39、40) 長谷川 克巳 岩瀬桜川 86 (42、44)

堀江 知史 ツインレイクス 79 (38、41) 船越 正人 スプリングフィルズ 86 (42、44)

増子 敬 白帆 79 (38、41) 65 高橋 陸 城里 87 (45、42)

木村 裕治 水戸グリーン 79 (37、42) 高橋 薫 東筑波 87 (42、45)

上村 悠 中央学院大 79 (34、45) 星野 友成 セゴビア 87 (42、45)

28 幸田 恭典 ニッソー 80 (43、37) 68 飯田 将人 セントラル 88 (47、41)

高島 吉童 スプリングフィルズ 80 (43、37) 野口 弘行 ザ・レイクス 88 (45、43)

芹澤 陽二郎 東筑波 80 (42、38) 中山 公実 サンヒルズ 88 (41、47)

高濱 朋弘 宍戸ヒルズ 80 (41、39) 佐野 正 ザ・レイクス 88 (40、48)

海老原 秀聡 中央学院大 80 (40、40) 72 松本 安史 ザ・レイクス 89 (46、43)

岡野 智弘 石岡・ウエスト 80 (39、41) 田所 徹 玉造 89 (44、45)

宮原 優 エーデルワイス 80 (38、42) 大関 祥伍 中央学院大 89 (43、46)

35 柿澤 大輝 水戸レイクス 81 (43、38) 小林 征美 水戸 89 (42、47)

志村 幹夫 大洗 81 (40、41) 76 和田 和己 美浦 90 (48、42)

三瓶 幸博 スプリングフィルズ 81 (39、42) 中村 盛司 スプリングフィルズ 90 (44、46)

38 染野 光弘 マナ 82 (42、40) 桑田 達也 猿島 90 (43、47)

小野 賢司 セベ・バレステロス 82 (42、40) 山田 圭太 中央学院大 90 (42、48)

水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (41、41) 80 岸 俊光 浦和 91 (48、43)

寺村 義美 スプリングフィルズ 82 (39、43) 平尾 大吾 習志野 91 (46、45)

平成23年4月13日

平成23年度関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

スプリングフィルズゴルフクラブ( 6834Yards   Par 72 )


