
会場：

期日：

エントリー： 142名

出場： 131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 野呂 涼 長太郎 75 (38、37) 浅見 友則 麻倉 81 (39、42) 桜井 秀剛 平川 86 (46、40) 森 甚 袖ヶ浦 97 (48、49)

矢口 崚太 千葉県アマ協会 75 (37、38) 染谷 大貴 パ協 81 (39、42) 狩野 洋行 桜 86 (45、41) 高原 康年 セントラル 97 (47、50)

3 遠山 武志 横浜 76 (39、37) 角田 浩 那須小川 81 (38、43) 布川 義久 袖ヶ浦 86 (44、42) 125 大森 規雄 平川 98 (46、52)

小高 俊弘 万木城 76 (38、38) 並木 伸吾 アバイディング 81 (38、43) 和田 誠一 東千葉 86 (44、42) 126 本山 雄一郎 カレドニアン 101 (51、50)

松下 定弘 セベ・バレステロス 76 (38、38) 46 市原 澄彦 イーグルポイント 82 (44、38) 小西 治幸 総武 86 (44、42) 127 上田 修司 東名 103 (52、51)

湯脇 克己 千葉国際 76 (37、39) 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (42、40) 岸 一貴 法政大 86 (43、43) 128 小野 浩嗣 総武 104 (54、50)

徳山 鉉二 麻倉 76 (37、39) 亀田 欣吾 総武 82 (42、40) 中村 英明 千葉国際 86 (43、43) 129 脊尾 昌壮 袖ヶ浦 106 (51、55)

8 久我 拓也 新千葉 77 (41、36) 鈴木 功一 鷹之台 82 (41、41) 小野 和男 スカイウェイ 86 (42、44) 失格 松岡 祐介 鶴舞

原田 安浩 ノースショア 77 (41、36) 瀧本 順司 芳賀 82 (41、41) 森川 治門 京 86 (42、44) 棄権 呉山 淳一 袖ヶ浦

松下 宗嗣 セベ・バレステロス 77 (39、38) 松尾 慎之介 上総富士 82 (41、41) 網代 栄一 鶴舞 86 (41、45) 欠場 手塚 辰弥 南総

白井 敏夫 総武 77 (39、38) 広瀬 照康 成田東 82 (40、42) 高橋 隼人 富士箱根 86 (41、45) 欠場 知久 慎治 長太郎

松坂 稜太 京 77 (39、38) 相原 吉正 東名厚木 82 (40、42) 93 萩原 則之 東千葉 87 (46、41) 欠場 中村 哲史 鷹之台

中莖 雄大 伊豆にらやま 77 (39、38) 54 澁谷 重氏 新千葉 83 (43、40) 濱本 信秀 鶴舞 87 (45、42) 欠場 大塚 洋二 姉ヶ崎

富田 雅之 麻倉 77 (39、38) 大沼 祐介 習志野 83 (43、40) 毛利 元昭 立野クラシック 87 (44、43) 欠場 西村 國彦 袖ヶ浦

15 福村 祐人 那須小川 78 (41、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 熊川 賢司 鷹之台 87 (44、43) 欠場 西野 耕一郎 袖ヶ浦

原田 晃 袖ヶ浦 78 (39、39) 納富 一輝 駒澤大 83 (42、41) 平子 尚丈 大相模 87 (43、44) 欠場 塩田 一史 白鳳

中上 浩三 浜野 78 (38、40) 武内 友基 クリスタル 83 (41、42) 常枝 瑞樹 東千葉 87 (42、45) 欠場 千葉 浩一 千葉夷隅

布施 敬三 袖ヶ浦 78 (38、40) 笠川 直喜 平川 83 (41、42) 伊澤 喜久男 東千葉 87 (40、47) 欠場 豊田 克利 袖ヶ浦

佐藤 有生 新・ユーアイ 78 (38、40) 星野 真 セベ・バレステロス 83 (41、42) 100 鈴木 克也 ゴールド木更津 88 (46、42) 欠場 高花 翔太 鹿沼

20 鈴木 克彦 ザ・レイクス 79 (44、35) 大熊 章夫 サンヒルズ 83 (41、42) 金沢 剛純 オーク・ヒルズ 88 (42、46) 欠場 土橋 真一 セントラル

河野 淳一 袖ヶ浦 79 (41、38) 61 河田 敏秀 袖ヶ浦 84 (45、39) 中川 博元 ノーザン錦ヶ原 88 (41、47)

大関 貴也 神奈川大 79 (41、38) 豊田 弘司 万木城 84 (44、40) 103 水嶋 忠雄 万木城 89 (47、42)

増田 秀仁 クリアビュー 79 (39、40) 周郷 寿雄 総武 84 (44、40) 土師 孝幸 鹿野山 89 (46、43)

後藤 浩 セベ・バレステロス 79 (39、40) 小園 浩己 成田GC 84 (43、41) 岩本 慎治 京葉 89 (44、45)

小林 捷 伊豆にらやま 79 (39、40) 橋本 哲夫 総武 84 (43、41) 森崎 秀嗣 鶴舞 89 (44、45)

26 市田 雅亮 袖ヶ浦 80 (42、38) 船山 久雄 成田東 84 (43、41) 若山 健治 千葉国際 89 (44、45)

芝田 進弘 麻倉 80 (42、38) 宮島 輝喜 東京 84 (43、41) 仲森 良樹 房総 89 (44、45)

田中 耕介 袖ヶ浦 80 (42、38) 真辺 則光 総武 84 (42、42) 布施 正明 成田東 89 (43、46)

杉山 稔 総武 80 (42、38) 日暮 浩之 藤ヶ谷 84 (41、43) 塩谷 達昭 多摩 89 (41、48)

高野 吉弘 セントラル 80 (40、40) 大数加 祥平 浜野 84 (40、44) 111 岩澤 欣裕 カレドニアン 90 (50、40)

石原 紀一 成田東 80 (40、40) 渡 明弘 カレドニアン 84 (40、44) 山崎 誠 千葉夷隅 90 (44、46)

岩瀬 光 ノースショア 80 (39、41) 蓑田 克己 袖ヶ浦 84 (39、45) 113 川畑 敬介 習志野 91 (48、43)

岡野 洸平 日本大 80 (39、41) 73 冨永 勝 総武 85 (48、37) 三川 耕作 京葉 91 (47、44)

石原 裕士 東千葉 80 (37、43) 佐藤 義則 鷹之台 85 (46、39) 115 古川 雅也 平川 92 (50、42)

35 藤田 政嗣 ロイヤルスター 81 (44、37) 浜村 光一 袖ヶ浦 85 (45、40) 廣田 剛士 葉山国際 92 (45、47)

石毛 尚起 万木城 81 (43、38) 大河 駿介 専修大 85 (45、40) 117 松下 義晴 イーグルポイント 93 (48、45)

小柳 拓也 沼津国際 81 (42、39) 松尾 勝人 鎌ヶ谷 85 (42、43) 小松 光彦 東千葉 93 (45、48)

鈴木 久男 千葉廣済堂 81 (41、40) 長谷川 義晴 鎌ヶ谷 85 (42、43) 119 徳山 権一 富里 94 (46、48)

伊藤 英之 ロイヤルスター 81 (41、40) 高橋 洋 マグレガー 85 (41、44) 120 市川 透 万木城 96 (48、48)

小坂 徳郎 江戸崎 81 (41、40) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 85 (41、44) 鎌野 俊哉 スカイウェイ 96 (45、51)

水上 晃一 袖ヶ浦 81 (39、42) 81 吉田 直樹 袖ヶ浦 86 (46、40) 122 山口 祐一郎 木更津 97 (48、49)

4月20日(金)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第14会場予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース( 7129Yards   Par 72 )


