
会場：

期日：
エントリー： 75名

出場： 71名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 石田 哲次郎 上総モナーク 71 (37、34) 41 平林 淑民 立野クラシック 86 (45、41)

2 姜 秀一 佐原 72 (36、36) 岡村 善裕 平川 86 (44、42)

3 藤原 功司 ブリック＆ウッド 73 (35、38) 宮沢 智雄 富里 86 (44、42)

4 井上 昌樹 立科 74 (38、36) 澤越 博幸 武蔵野 86 (44、42)

5 小川 雅規 鹿沼 75 (40、35) 成田 寛之 小田原･松田 86 (43、43)

山野 貴之 富里 75 (38、37) 中西 正人 オーク・ヒルズ 86 (43、43)

7 四宮 安彦 カナリヤガーデン 76 (41、35) 岩崎 哲也 鳩山 86 (42、44)

島本 大詩 鹿沼 76 (39、37) 牛尾 雄一 東京湾 86 (41、45)

坂輪 成章 平川 76 (38、38) 堀部 和正 花生 86 (41、45)

田中 聖也 小田原･松田 76 (37、39) 50 三木 茂 取手国際 87 (43、44)

崎田 浩司 佐原 76 (36、40) 伊藤 将也 カナリヤガーデン 87 (43、44)

12 浅野 友輝 新千葉 77 (43、34) 長島 洋介 真名 87 (43、44)

辻野 寛次 越生 77 (41、36) 53 福冨 克彦 万木城 88 (48、40)

14 藤本 鎮 ワンウェイ 78 (41、37) 水田 文生 ブリック＆ウッド 88 (48、40)

古川 孝蔵 上総モナーク 78 (40、38) 阿部 健一 上総モナーク 88 (47、41)

片岡 弘幸 上総モナーク 78 (39、39) 高松 純 ブリック＆ウッド 88 (43、45)

17 片宗 禎弘 千葉桜の里 79 (39、40) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 88 (41、47)

大内 剛 万木城 79 (38、41) 平野 勇太 東京湾 88 (40、48)

北山 雄一郎 オーク・ヒルズ 79 (37、42) 59 田村 一美 千葉夷隅 89 (46、43)

20 中村 能章 小田原･日動御殿場 80 (42、38) 佐野 正人 鎌倉 89 (46、43)

角田 翔洋 新千葉 80 (40、40) 畑中 圭介 習志野 89 (45、44)

22 川邉 悦史 立野クラシック 81 (40、41) 相馬 賢一 上総モナーク 89 (44、45)

不二原 正治 ロイヤルスター 81 (39、42) 齋藤 正作 麻倉 89 (40、49)

飯澤 亜樹 三島 81 (39、42) 64 筒井 俊男 香取 90 (45、45)

25 藤井 悟道 ロイヤルスター 82 (44、38) 柴田 栄樹 立野クラシック 90 (44、46)

橋本 隆広 新千葉 82 (43、39) 66 高橋 秀治 宍戸ヒルズ 93 (49、44)

大久保 学 花生 82 (42、40) 佐野 陽彦 万木城 93 (44、49)

條 聡 小田原･日動御殿場 82 (42、40) 68 渡辺 和彦 万木城 95 (51、44)

三澤 達也 新千葉 82 (41、41) 69 堤 優光 太平洋・御殿場 101 (47、54)

- 以 上、 予 選 通 過 － 失格 榊原 一摩 水戸レイクス

30 町田 吉太郎 木更津 83 (44、39) 失格 宮上 元伸 立野クラシック

佐藤 文友 セゴビア 83 (43、40) 欠場 加島 章雄 富士

那須 久治 加茂 83 (42、41) 欠場 佐久間 淳 千葉夷隅

毛利 基文 京 83 (39、44) 欠場 浅野 正幸 東千葉

34 和田 敏郎 オーク・ヒルズ 84 (44、40) 欠場 小原 秀文 ワンウェイ

竹添 大晃 扶桑 84 (43、41)

三好 一成 習志野 84 (42、42)

上野 伸 上総モナーク 84 (41、43)

38 佐々木 賢 ワンウェイ 85 (42、43)

江利川 吾郎 上総モナーク 85 (41、44)

綴喜 信昭 上総モナーク 85 (40、45)

4月17日(火)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第13会場予選競技

上総モナークカントリークラブ( 6800Yards   Par 72 )


