
会場：

期日：

エントリー： 143名

出場： 135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 島村 敏 八王子 71 (35、36) 青木 剛 豊岡国際 82 (42、40) 酒井 昌伸 東京湾 86 (45、41) 123 豊田 壮一 宍戸ヒルズ 93 (47、46)

2 吉川 泰央 上総モナーク 72 (38、34) 竹花 英文 青梅 82 (42、40) 吉成 新一 さいたま梨花 86 (45、41) 小川 晃一 東京国際 93 (47、46)

3 大橋 祐樹 メイプルポイント 74 (41、33) 土田 恭章 藤岡 82 (42、40) 島田 康司 相武 86 (45、41) 渡邊 晃 オリムピック 93 (41、52)

伊藤 俊行 富士チサン 74 (39、35) 長尾 博文 青梅 82 (41、41) 水上 政宏 岡部チサン 86 (45、41) 126 大垣 利幸 オリムピック 94 (50、44)

京野 祐賀 東名 74 (37、37) 松林 泰嵩 慶應義塾大 82 (40、42) 棚橋 昭彦 GMG八王子 86 (44、42) 中原 剛 東京国際 94 (47、47)

岡本 政己 ロイヤルスター 74 (34、40) 篠崎 州央 千葉国際 82 (40、42) 斉藤 正人 南総 86 (44、42) 大津 仁利 都留 94 (46、48)

7 絵野 剛吏 東千葉 75 (41、34) 小林 慶一 霞ヶ関 82 (40、42) 白井 洋之 東京国際 86 (44、42) 129 渡辺 淳 姉ヶ崎 95 (50、45)

黒田 隆雅 東京国際 75 (36、39) 49 篠崎 明 オーク・ヒルズ 83 (45、38) 家泉 英明 東千葉 86 (42、44) 村松 昭彦 富士チサン 95 (47、48)

9 清水 優太 東京五日市 76 (39、37) 鈴木 敏夫 茨城 83 (44、39) 90 伊藤 泰介 立川国際 87 (45、42) 131 大崎 将行 宍戸ヒルズ 96 (48、48)

坪井 浩一 大相模 76 (38、38) 飛田 博也 富士チサン 83 (44、39) 古屋 大知 日本大 87 (44、43) 132 松永 智雄 水戸 98 (54、44)

榎本 幸和 オリムピック 76 (37、39) 吉田 拓也 関越ハイランド 83 (44、39) 橋本 龍一郎 那須小川 87 (42、45) 133 上村 岩男 越生 99 (52、47)

中村 潤 立川国際 76 (35、41) 奥村 康徳 千葉 83 (43、40) 川原 修 富士箱根 87 (42、45) 134 賀来 勝彦 オリムピック 108 (50、58)

13 細野 敏彦 武蔵野 77 (41、36) 永井 宏 相模野 83 (42、41) 賀川 啓明 凾南 87 (41、46) 失格 鈴木 高弘 東京国際

鈴木 祥一郎 鹿沼72 77 (39、38) 菅野 大太 秋山 83 (41、42) 元木 努 多摩 87 (39、48) 欠場 田中 孝尚 大相模

竹内 輝樹 秋山 77 (38、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 96 玉木 田秀 オリムピック 88 (49、39) 欠場 土屋 雅史 東京よみうり

小笠原 鵬人 慶應義塾大 77 (38、39) 中村 英彦 富士 83 (40、43) 牧野 純也 府中 88 (47、41) 欠場 木下 幸一 霞ヶ関

清水 正一 青梅 77 (36、41) 杉浦 一 富士チサン 83 (40、43) 神田 恵介 津久井湖 88 (47、41) 欠場 川島 治 南富士

18 山本 二朗 相模原 78 (41、37) 橋本 邦夫 茨城 83 (39、44) 岩沢 一輝 神奈川 88 (43、45) 欠場 近藤 優 慶應義塾大

小野 太佳司 寄居 78 (40、38) 59 片桐 英憲 都 84 (46、38) 蔵夛 敦久 岡部チサン 88 (42、46) 欠場 高橋 義昭 塩原

中原 正人 大相模 78 (39、39) 近藤 健一 木更津 84 (46、38) 101 萩生田 国弘 東京国際 89 (48、41) 欠場 橋本 尚文 豊岡国際

稲川 大次郎 メイプルポイント 78 (39、39) 光信 直長 東千葉 84 (44、40) 室田 延宏 オリムピック 89 (46、43) 欠場 福原 拓也 朝霧ジャンボリー

饒田 剛央 東京国際 78 (37、41) 岡田 佳也 白鳳 84 (44、40) 市原 敏隆 メイプルポイント 89 (46、43)

23 永井 英輔 東京国際 79 (43、36) 青山 喜美男 秦野 84 (44、40) 江口 幸秀 慶應義塾大 89 (46、43)

梅澤 武彦 相模原 79 (42、37) 萩原 篤博 箱根 84 (42、42) 西田 公昭 リバー富士 89 (45、44)

濱田 正行 清川 79 (41、38) 山口 雅行 オリムピック 84 (42、42) 後藤 敏彦 大相模 89 (43、46)

渡辺 顕展 サンヒルズ 79 (40、39) 橋本 寛和 霞ヶ関 84 (42、42) 宇留賀 辰也 相模野 89 (43、46)

島田 康成 都留 79 (40、39) 峯澤 克之 メイプルポイント 84 (42、42) 角 徳文 平川 89 (41、48)

野村 幸晴 東京よみうり 79 (39、40) 小野 祐紀 慶應義塾大 84 (40、44) 109 兼坂 慶三 府中 90 (49、41)

29 渡邉 裕史 オリムピック 80 (42、38) 69 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 85 (46、39) 比留間 武治 多摩 90 (48、42)

柳 秀煕 立川国際 80 (42、38) 三並 恒功 メイプルポイント 85 (45、40) 嶋田 憲人 青梅 90 (46、44)

矢内 規夫 茨城 80 (40、40) 近藤 誠 上野原 85 (45、40) 細野 正明 相武 90 (43、47)

比留間 基好 寄居 80 (39、41) 松本 正之 皐月･佐野 85 (44、41) 113 大江 真揮人 慶應義塾大 91 (49、42)

安達 光宣 リバー富士 80 (38、42) 榊田 剛 青梅 85 (44、41) 義澤 彰 大相模 91 (48、43)

牧長 一喜 房総 80 (38、42) 金森 祐介 富士チサン 85 (44、41) 羽鳥 賢次 秋山 91 (46、45)

35 鹿島 康裕 相模原 81 (45、36) 塚本 正人 GMG八王子 85 (44、41) 山内 勝彦 東京よみうり 91 (45、46)

小林 直哉 駒澤大 81 (43、38) 広井 智一 廣済堂埼玉 85 (44、41) 村上 京二朗 大相模 91 (45、46)

前山 正隆 富士小山 81 (42、39) 早川 友己 メイプルポイント 85 (43、42) 中井 信吾 伊豆にらやま 91 (43、48)

小林 祐治 東京 81 (41、40) 花吉 精一 津久井湖 85 (43、42) 119 鈴木 俊武 メイプルポイント 92 (47、45)

斉藤 清人 オリムピック 81 (41、40) 佐藤 竜司 埼玉国際 85 (41、44) 南 聖二 メイレイクヒルズ 92 (43、49)

仙波 譲治 霞ヶ関 81 (38、43) 小豆野 修 オリムピック 85 (40、45) 林 融 豊岡国際 92 (42、50)

41 土田 晃成 さいたま梨花 82 (43、39) 81 小林 道男 津久井湖 86 (46、40) 猪股 直人 東京国際 92 (41、51)

4月16日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第12会場予選競技

府中カントリークラブ( 6660Yards   Par 72 )


