
会場：

期日：

エントリー： 104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 篠 優希 川越 74 (36、38) 田中 照美 エーデルワイス 84 (42、42)  上田 雅也 石坂 93 (45、48)

2 山岸 風太 鹿沼72 75 (39、36) 内田 圭信 武蔵野 84 (41、43) 平山 和成 都賀 93 (43、50)

3 市川 清 埼玉 77 (40、37) 山下 正彦 レーサム 84 (40、44) 84 北田 肇 GMG八王子 94 (49、45)

笠原 瑞城 城西大 77 (40、37) 44 藤森 康年 中央道晴ヶ峰 85 (45、40) 松田 三幸 鳩山 94 (48、46)

坂 航 メイレイクヒルズ 77 (39、38) 田中 一郎 メイプルポイント 85 (43、42) 國近 和寿 千葉桜の里 94 (46、48)

佐藤 力 美里 77 (38、39) 木村 直登 ファイブエイト 85 (42、43) 新井 一之 あさひヶ丘 94 (46、48)

7 田代 格 GMG八王子 78 (40、38) 47 岡 正和 石坂 86 (47、39) 榎夲 和正 メイプルポイント 94 (46、48)

井上 豪 富士小山 78 (39、39) 照井 誠 石坂 86 (43、43) 平林 浩二 都留 94 (45、49)

9 久田 謙 東京五日市 79 (42、37) 山本 雅道 メイプルポイント 86 (43、43) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 94 (43、51)

藤澤 徹 石坂 79 (42、37) 高橋 亨 伊香保 86 (42、44) 91 大久保 和哉 太平洋・佐野ヒルクレスト 95 (50、45)

篠 慶弥 飯能 79 (40、39) 高野 秀治 鳩山 86 (42、44) 92 山岸 大 イーグルポイント 96 (50、46)

藤田 久男 太平洋・御殿場 79 (40、39) 佐治 孝彦 ザ・レイクス 86 (42、44) 93 山内 義昭 ベルエア 97 (54、43)

樋口 新吾 越生 79 (39、40) 河村 富士男 秋山 86 (41、45) 94 高橋 怜央 東京五日市 99 (48、51)

上原 一憲 石坂 79 (38、41) 54 笠井 誠 秋山 87 (46、41) 95 金子 重夫 緑野 104 (55、49)

河野 翔太 埼玉県ゴルフ協会 79 (38、41) 井上 訓昭 GMG八王子 87 (46、41) 96 井上 貴嗣 石坂 105 (55、50)

16 大野 勝人 伊豆にらやま 80 (44、36) 嶋田 茂 石坂 87 (44、43) 棄権 佐藤 秀樹 美里

岡村 一八 長太郎 80 (43、37) 野崎 寿之 伊香保 87 (44、43) 欠場 藤田 英之 青梅

小澤 富男 白水 80 (43、37) 奥田 良太郎 飯能 87 (43、44) 欠場 角田 智之 越生

岩出 浩正 ルーデンス 80 (42、38) 宮原 優 エーデルワイス 87 (43、44) 欠場 西片 一成 埼玉国際

飯塚 隆 熊谷 80 (41、39) 山菅 利彦 緑野 87 (42、45) 欠場 石井 康広 川越

大曾根 孝宏 大熱海国際 80 (41、39) 61 内田 正典 諏訪レイクヒル 88 (45、43) 欠場 飯村 弘 越生

高橋 薫 高坂 80 (40、40) 62 生澤 良太 鳩山 89 (47、42) 欠場 中根 俊幸 越生

嶋 辰雄 石坂 80 (39、41) 小川 陽一 扶桑 89 (45、44) 欠場 成塚 義治 嵐山

24 中村 誠之 鳩山 81 (42、39) 半田 明 東京五日市 89 (44、45)

杉之間 信明 富士小山 81 (42、39) 前田 圭 城西大 89 (43、46)

入江 誠一 武蔵松山 81 (41、40) 成田 正樹 嵐山 89 (43、46)

斉藤 優弥 岡部チサン 81 (41、40) 澳原 広明 浦和 89 (42、47)

28 江浦 忠 栗橋國際 82 (43、39) 高橋 真央 東京五日市 89 (41、48)

高山 貢 石坂 82 (42、40) 69 田中 宏昭 浦和 90 (47、43)

吉川 正憲 熊谷 82 (41、41) 本多 秀次 浦和 90 (45、45)

西川 直希 オリムピック 82 (41、41) 西村 邦夫 石坂 90 (43、47)

中川 拓麻 彩の森 82 (40、42) 菊地 香 エーデルワイス 90 (42、48)

田中 俊行 鳩山 82 (40、42) 73 橘 秀臣 取手国際 91 (47、44)

沓掛 誠 廣済堂埼玉 82 (39、43) 志村 好宣 石坂 91 (46、45)

35 武富 聡範 美里 83 (43、40) 片倉 道博 太平洋・御殿場 91 (41、50)

西川 佳介 ファイブエイト 83 (42、41) 76 上田 啓輔 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (47、45)

上條 英二 秋山 83 (40、43) 加藤 政和 東京五日市 92 (45、47)

38 水野谷 章 石坂 84 (45、39) 田邉 光男 飯能 92 (45、47)

市井 太一 石坂 84 (44、40) 出浦 功 オリムピック 92 (45、47)

赤石 怜 東千葉 84 (43、41) 80 堂川 真一 太平洋・御殿場 93 (51、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 久保 秀成 メイプルポイント 93 (46、47)

4月20日(金)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第8会場予選競技

石坂ゴルフ倶楽部( 6995Yards   Par 72 )


