
会場：

期日：
エントリー： 71名

出場： 66名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 日覚 暁紀 中央大 69 (32、37) 高橋 恒人 赤城国際 83 (42、41)

2 井口 将志 中央大 73 (35、38) 角田 卓也 グリーンパーク 83 (42、41)

松井 弘樹 日本大 73 (35、38) 赤松 浩司 富岡 83 (40、43)

松本 偉嗣 ロイヤルオーク 73 (35、38) 44 橋詰 一彦 武蔵 84 (44、40)

5 油井 和幸 ヴィンテージ 74 (39、35) 小堀 勝美 クリスタル 84 (42、42)

松本 直諭 ロイヤルオーク 74 (37、37) 塚田 一博 ヨネックス 84 (40、44)

関 徹也 赤城国際 74 (35、39) 小山 宏充 佐久平 84 (39、45)

8 手塚 浩二 あづみ野 75 (37、38) 市川 浩 佐久平 84 (39、45)

松村 本盛 鷹彦スリー 75 (36、39) 二村 守 あづみ野 84 (36、48)

伊藤 雅章 長野 75 (34、41) 50 大野 貴之 富岡 85 (44、41)

11 島田 貴規 長野 76 (39、37) 51 間庭 章光 三島 86 (44、42)

荒井 陸 鹿沼72 76 (39、37) 斉藤 常信 クリスタル 86 (44、42)

田中 孝幸 佐久平 76 (38、38) 梅澤 伸弥 佐久平 86 (40、46)

大西 慧斗 御殿場 76 (37、39) 水城 雄貴 穂高 86 (40、46)

梅澤 吉朗 初穂 76 (36、40) 55 三富 琢 ツインレイクス 87 (45、42)

16 恩田 拓哉 鹿沼72 77 (39、38) 56 木村 浩貴 初穂 88 (44、44)

橋本 竜摩 太田双葉 77 (35、42) 足立 茂雄 穂高 88 (43、45)

18 高橋 昌也 佐久平 78 (40、38) 北村 慶一 信濃 88 (42、46)

藤井 隆之 伊香保GC・岡崎城 78 (38、40) 59 桜井 真澄 武蔵松山 89 (44、45)

大久保 克海 穂高 78 (37、41) 金 煕謙 佐久平 89 (42、47)

21 有賀 正起 白水 79 (43、36) 61 朝川 正男 大浅間 90 (46、44)

田辺 昌彦 岡部チサン 79 (40、39) 62 稲田 裕行 豊科 91 (48、43)

水崎 奎太 穂高 79 (38、41) 63 金広 仁 クリスタル 92 (47、45)

大瀧 初明 児玉 79 (38、41) 64 森村 光二 あづみ野 93 (43、50)

新村 廉 穂高 79 (37、42) 65 安達 拓洋 南摩城 96 (51、45)

26 丸山 雄也 穂高 80 (41、39) 失格 井澤 一彦 桐生

木村 正伸 レーサム 80 (39、41) 欠場 眞尾 理民 上武

小澤 源太郎 武蔵 80 (39、41) 欠場 板橋 直也 桐生

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 松村 滋基 鷹彦スリー

小林 正志 森林公園 80 (38、42) 欠場 林 増美 長野県ゴルフ協会

野村 龍太郎 那須小川 80 (37、43) 欠場 峯村 学 穂高

31 武田 和大 ツインレイクス 81 (41、40)

樋口 隆夫 初穂 81 (40、41)

蟻川 幸男 赤城国際 81 (39、42)

高見澤 稜 佐久平 81 (39、42)

35 冨田 進 岡部チサン 82 (43、39)

田中 友也 ノーザン赤城 82 (43、39)

金井 篤司 岡部チサン 82 (41、41)

伊藤 泰良 那須小川 82 (40、42)

田中 悦己 クリスタル 82 (38、44)

40 井田 勇太 長野国際 83 (42、41)

4月16日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

富岡ゴルフ倶楽部( 6834Yards   Par 72 )


