
会場：

期日：

エントリー： 116名

出場： 110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 北山 健太郎 ラインヒル 71 (36、35) 大久保 孝 ルーデンス 83 (41、42) 菅原 秀樹 エーデルワイス 89 (44、45)

2 須長 雄介 甲斐ヒルズ 74 (38、36) 鯨 慎之介 那須小川 83 (40、43) 松居 大輔 甘楽 89 (44、45)

小林 準 昇仙峡 74 (36、38) 来住野 忠之 さいたま梨花 83 (39、44) 平松 貴志 セベ・バレステロス 89 (43、46)

4 中島 正春 皐月･佐野 75 (37、38) 中澤 貞利 彩の森 83 (38、45) 新海 雅之 岡部チサン 89 (40、49)

5 村上 雄太 南総 77 (40、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 86 櫻井 太原 松本 90 (47、43)

6 秋山 定俊 相模原 78 (41、37) 小保方 徹 皐月･佐野 83 (38、45) 平澤 賢一 富士平原 90 (45、45)

福田 亮太 東千葉 78 (40、38) 47 川添 有一 東京湾 84 (43、41) 齊藤 大晃 慶應義塾大 90 (45、45)

船橋 数晃 岡部チサン 78 (39、39) 本間 啓介 慶應義塾大 84 (41、43) 阿藤 晋一郎 都留 90 (44、46)

都 和馬 彩の森 78 (39、39) 原 邦之 東松山 84 (40、44) 鈴木 和浩 さいたま梨花 90 (42、48)

花田 直樹 ツインレイクス 78 (38、40) 山田 廣樹 太平洋・御殿場 84 (40、44) 高橋 敬二 川越 90 (42、48)

丹羽 基広 小金井 78 (36、42) 瀧波 三男 東松山 84 (39、45) 92 福澤 勇二 川越 91 (47、44)

12 向山 和徳 鳩山 79 (42、37) 大柳 博也 立川国際 84 (39、45) 小林 勇一郎 岡部チサン 91 (45、46)

酒井 勇輝 扶桑 79 (42、37) 53 星野 一 甲斐駒 85 (45、40) 94 堀江 茂 オーク・ヒルズ 92 (49、43)

金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 79 (42、37) 伊藤 政俊 武蔵 85 (45、40) 奥澤 茂 喜連川 92 (46、46)

石政 貴達 駒澤大 79 (41、38) 照沼 純平 大平台 85 (43、42) 96 山口 茂利仁 高麗川 93 (48、45)

八尋 天聖 皐月･佐野 79 (41、38) 道瀬 昌一 足利城 85 (41、44) 宮澤 良光 秋山 93 (48、45)

小野 竜彦 オリムピック 79 (39、40) 青柳 弥夢 甲斐駒 85 (41、44) 國井 隆 日高 93 (48、45)

關橋 光一 飯能グリーン 79 (39、40) 鈴木 昌弥 ギャツビイ 85 (41、44) 酒井 柾輝 扶桑 93 (47、46)

柳沢 知己 扶桑 79 (39、40) 田嶋 幸久 秩父国際 85 (40、45) 榊原 夢歩 こだま神川 93 (44、49)

小林 賢司 飯能グリーン 79 (38、41) 60 春名 和彦 上野原 86 (47、39) 101 元岡 諭士 皐月･佐野 94 (45、49)

吉田 文雄 東松山 79 (38、41) 岡 正典 オリムピック 86 (46、40) 本橋 健生 川越 94 (44、50)

22 山口 滝太 東京 80 (40、40) 津村 竜浩 日高 86 (45、41) 103 青木 新一 東松山 95 (49、46)

林 靖浩 東松山 80 (39、41) 大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 86 (45、41) 日向 敏之 鶴舞 95 (45、50)

早水 保貴 アスレチック 80 (38、42) 山田 豊 寄居 86 (44、42) 伊之澤 洋志 甲斐駒 95 (45、50)

25 林 一夫 川越 81 (42、39) 岡本 浩司 皐月･佐野 86 (43、43) 106 嶋田 匡宏 秩父国際 96 (51、45)

山口 拓也 東名厚木 81 (41、40) 久保 努 栃木ヶ丘 86 (43、43) 107 森崎 豪 津久井湖 100 (48、52)

新井 義弘 日高 81 (41、40) 安部 景一 川越 86 (43、43) 失格 木崎 亮太 白帆

村越 元彰 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 斉藤 隆夫 東松山 86 (43、43) 失格 明地 勇理 都

河田 泰弘 アスレチック 81 (40、41) 落合 滋 さいたま梨花 86 (42、44) 失格 小林 格徳 玉川

辻下 英良 大厚木 81 (40、41) 平本 達哉 相模原 86 (42、44) 欠場 加藤 達也 霞台

31 照沼 恭平 大平台 82 (45、37) 辺土名 芳彦 都 86 (42、44) 欠場 中尾 隆幸 南総

榎本 涼平 鷹 82 (43、39) 直井 利充 鴻巣 86 (41、45) 欠場 栗原 眞佐美 高麗川

丸山 真直 昇仙峡 82 (42、40) 73 新井 匠 秋山 87 (44、43) 欠場 森川 宗介 GMG八王子

平久井 理 那須チサン 82 (42、40) 川渕 秀徳 房総 87 (44、43) 欠場 伊坂 宣二 秩父国際

水池 祐 フレンドシップ 82 (40、42) 高橋 昌美 ヴィンテージ 87 (43、44) 欠場 小島 亘 川越

36 長澤 奨 富士川 83 (46、37) 76 増渕 均 石岡・ウエスト 88 (46、42)

常岡 慶太 太平洋・御殿場 83 (42、41) 三村 善彦 霞台 88 (43、45)

野口 雄司 秩父国際 83 (42、41) 松尾 栄作 ルーデンス 88 (42、46)

佐野 未来 甲斐駒 83 (41、42) 森屋 英治 河口湖 88 (42、46)

竹内 正己 川越 83 (41、42) 清水 公一 ヴィンテージ 88 (41、47)

大久保 慎也 さいたま梨花 83 (41、42) 81 森島 宏之 狭山 89 (46、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11会場予選競技

東松山カントリークラブ 中・西コース( 6898Yards   Par 72 )


