
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 140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 本間 佑 鹿沼72 68 (35、33) 伊藤 幸信 入間 79 (41、38) 82 小林 宏閣 岡部チサン 83 (44、39) 渡辺 昭男 富士チサン 88 (45、43)

2 長谷川 楓弥 関東ジュニア 69 (36、33) 斉野 恵康 GMG八王子 79 (41、38) 西野 伸幸 森林公園 83 (43、40) 安藤 功一 大相模 88 (43、45)

3 奥富 基喜 岡部チサン 72 (38、34) 志村 拓紀 東京五日市 79 (40、39) 杉山 悠司 皐月･佐野 83 (43、40) 125 荒川 慶量 岡部チサン 89 (46、43)

4 満留 一瑳 那須小川 73 (39、34) 萱槙 伸祐 武蔵 79 (40、39) 塩谷 孝光 メイプルポイント 83 (42、41) 奥富 康雅 慶應義塾大 89 (45、44)

谷口 嵩聡 鹿沼72 73 (37、36) 小久江 正人 ミオス菊川 79 (40、39) 細渕 守 小川 83 (42、41) 127 永田 剛士 菊川 90 (46、44)

山岡 成稔 日本大 73 (36、37) 木庭 輝 那須小川 79 (40、39) 中島 栄治 下秋間 83 (42、41) 生形 幸政 栃木ヶ丘 90 (45、45)

中井 賢人 鹿沼72 73 (35、38) 田中 雄三 相模原 79 (39、40) 市川 毅 寄居 83 (42、41) 岩垂 一博 さいたま梨花 90 (45、45)

8 阿部 政則 初穂 74 (40、34) 村山 浩伸 エーデルワイス 79 (39、40) 川岸 滉平 ファイブエイト 83 (41、42) 齋藤 充 小川 90 (43、47)

松丸 佳孝 成田東 74 (40、34) 鈴木 理央 ユニオンエース 79 (38、41) 深澤 佑介 日本大 83 (41、42) 131 榎本 愼一 寄居 91 (49、42)

和田 雅英 東京五日市 74 (38、36) 51 長倉 聖弥 鹿沼72 80 (43、37) 新井 利幸 廣済堂埼玉 83 (41、42) 江川 哲生 取手国際 91 (47、44)

加藤 成二 岡部チサン 74 (37、37) 土屋 健次 武蔵 80 (41、39) 山口 哲央 寄居 83 (40、43) 稲 一弥 高根 91 (44、47)

半田 匠佳 杉ノ郷 74 (37、37) 藤原 康裕 さいたま梨花 80 (41、39) 93 原澤 悦典 伊香保GC・岡崎城 84 (45、39) 134 貫井 憲昭 鳩山 92 (45、47)

黒滝 公彦 エーデルワイス 74 (36、38) 堀江 知史 ツインレイクス 80 (41、39) 山田 祥暉 東京五日市 84 (45、39) 135 布施 勝章 高根 93 (44、49)

14 神戸 誠 太田双葉 75 (40、35) 野口 正雄 東京国際大 80 (41、39) 山郷 英樹 小川 84 (44、40) 136 森田 治夫 武蔵 94 (48、46)

秋元 一男 相模原 75 (37、38) 浅田 かれら ツインレイクス 80 (40、40) 三宅 康秀 入間 84 (44、40) 137 牧野 龍一郎 高麗川 95 (50、45)

高橋 晋伸輔 関東国際 75 (37、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 小原 久仁視 穂高 84 (42、42) 138 竹内 雅一 寄居 100 (51、49)

17 阿部 逸朗 日高 76 (40、36) 菅井 雅之 嵐山 80 (39、41) 鈴木 剛 寄居 84 (42、42) 失格 博山 守 清川

笠原 正光 入間 76 (40、36) 岩崎 裕樹 鶴舞 80 (39、41) 瀬良垣 淳 ベルエア 84 (42、42) 棄権 那波 芳比古 藤岡

小林 康春 藤岡 76 (39、37) 長田 潤 三井の森蓼科 80 (39、41) 丸山 勇人 相模湖 84 (42、42) 欠場 古屋 佳男 立川国際

岡田 光史 嵐山 76 (39、37) 都 和人 彩の森 80 (39、41) 立石 和彦 寄居 84 (41、43) 欠場 高瀬 基次 エーデルワイス

荒井 貞雄 鴻巣 76 (38、38) 吉田 智雄 石坂 80 (39、41) 照井 康平 武蔵 84 (41、43) 欠場 白金 満明 鴻巣

小林 浩之 諏訪湖 76 (37、39) 廣部 清隆 館山 80 (37、43) 林 和彦 ユニオンエース 84 (39、45) 欠場 小林 勝美 武蔵

森 実佐樹 駒澤大 76 (37、39) 63 森田 保 入間 81 (44、37) 104 本澤 顕一 嵐山 85 (44、41)

飯島 慎平 東京五日市 76 (36、40) 三浦 大河 神奈川 81 (43、38) 中尾 宗徳 小川 85 (44、41)

25 満留 正彰 美浦 77 (41、36) 三上 修平 エーデルワイス 81 (41、40) 武藤 永男 相模原 85 (43、42)

鈴木 優也 津久井湖 77 (40、37) 児玉 博 茨城ロイヤル 81 (41、40) 伊藤 博一 富士箱根 85 (42、43)

阿部 勝彦 嵐山 77 (40、37) 井川 智一郎 初穂 81 (41、40) 原 正晃 武蔵松山 85 (41、44)

繁田 勝 鴻巣 77 (39、38) 原 大輔 ゴールデンレイクス 81 (41、40) 田尻 啓 玉川 85 (40、45)

相原 位好 岡部チサン 77 (39、38) 細川 武 富士箱根 81 (40、41) 後藤 真斗 中央学院大 85 (39、46)

星 尚弥 東宇都宮 77 (35、42) 澤井 裕一 青梅 81 (40、41) 111 平井 裕晃 高坂 86 (46、40)

31 李 雄 関東ジュニア 78 (41、37) 槇岡 智仁 日本大 81 (39、42) 野口 正和 鷹 86 (45、41)

高村 和央 富士箱根 78 (40、38) 橋本 貴文 武蔵野 81 (37、44) 高橋 聡 鴻巣 86 (44、42)

盛 英夫 沼津 78 (40、38) 73 大場 邦夫 大相模 82 (43、39) 横田 浩司 高根 86 (44、42)

目澤 秀憲 日本大 78 (39、39) 灘谷 寛 ベルエア 82 (42、40) 金子 憲三 緑野 86 (43、43)

中里 匡良 大相模 78 (38、40) 佐々木 功一 美里 82 (42、40) 厚澤 克俊 鴻巣 86 (43、43)

竹内 貴広 鴻巣 78 (36、42) 尾崎 勉 白水 82 (42、40) 田村 真利 鶴 86 (42、44)

前田 正雄 岡部チサン 78 (36、42) 平戸 進二 清川 82 (42、40) 瀧田 敏明 高麗川 86 (42、44)

38 小野里 篤雄 レーサム 79 (43、36) 細沼 実 ベルエア 82 (42、40) 119 坪井 浩之 レーサム 87 (47、40)

木村 立児 嵐山 79 (42、37) 森 重信 高麗川 82 (41、41) 小谷野 希市 飯能 87 (47、40)

池田 憲治 嵐山 79 (42、37) 室井 大我 千成 82 (41、41) 萩野 邦宏 皐月･佐野 87 (45、42)

奥山 昌宏 鹿島の杜 79 (42、37) 内田 裕 美里 82 (41、41) 122 黒川 大輝 東京五日市 88 (45、43)

4月16日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

嵐山カントリークラブ( 6718Yards   Par 72 )


