
会場：

期日：

エントリー： 117名

出場： 113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 池田 陽介 武蔵 74 (37、37) 岩本 和彦 玉造 82 (40、42) 瀬戸 信昭 鷹之台 88 (40、48)

内堀 翔伍 スカイウェイ 74 (36、38) 安藤 澄周 東京湾 82 (40、42) 83 森 大 南栃木 89 (46、43)

3 有我 栄一郎 鶴舞 75 (36、39) 鈴木 貴文 専修大 82 (40、42) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 89 (45、44)

4 向後 実洋 東名厚木 76 (39、37) 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (40、42) 荒井 忠夫 クリアビュー 89 (44、45)

5 尾崎 貴将 鷹彦スリー 77 (40、37) - 以 上、 予 選 通 過 － 菊地 宏 八幡 89 (43、46)

平石 健太 ニッソー 77 (38、39) 46 指吸 敏彦 麻倉 83 (43、40) 中島 義幸 石岡・ウエスト 89 (43、46)

上田 和永 成田ハイツリー 77 (36、41) 大井 勇輝 船橋 83 (43、40) 波多野 直樹 東千葉 89 (43、46)

8 山岸 邦幸 鷹之台 78 (39、39) 木村 仁 玉造 83 (42、41) 原 篤 紫 89 (42、47)

倉島 保一 真名 78 (39、39) 塩出 輝雄 金乃台 83 (41、42) 90 秋山 良一 武蔵 90 (48、42)

10 小寺 聡司 習志野 79 (41、38) 金田 幸一郎 船橋 83 (41、42) 鶉橋 研治 千葉夷隅 90 (44、46)

青木 正之 紫 79 (41、38) 眞々田 恒久 紫 83 (41、42) 信岡 史将 富里 90 (43、47)

圓田 龍之介 スカイウェイ 79 (40、39) 平野 豪 紫 83 (40、43) 篠塚 和彦 武蔵野 90 (41、49)

箕手 梓元 マナ 79 (40、39) 53 千葉 洸平 水戸グリーン 84 (45、39) 94 箕輪 進 東京よみうり 91 (49、42)

宇賀神 遥 小田原･松田 79 (39、40) 奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 84 (44、40) 岩崎 文貴 ラインヒル 91 (45、46)

中山 和昭 大洗 79 (38、41) 皆藤 慎太郎 富里 84 (40、44) 吉本 壽宏 南摩城 91 (44、47)

大辻 孝司 宍戸ヒルズ 79 (38、41) 56 安藤 秀二 浜野 85 (46、39) 中村 彰夫 ゴールド佐野 91 (44、47)

17 會田 一 鶴舞 80 (41、39) 笠井 正明 習志野 85 (45、40) 98 宮本 雄司 龍ヶ崎 92 (49、43)

吉田 歩生 習志野 80 (40、40) 鈴木 昭彦 三島 85 (44、41) 佐藤 喜三夫 平川 92 (47、45)

志村 堅二 東京よみうり 80 (40、40) 齋藤 史崇 ゴールド佐野 85 (42、43) 三葛 良平 皐月･佐野 92 (45、47)

増田 正秀 日本大 80 (40、40) 仲長 孝 千葉 85 (42、43) 秋山 大 富士 92 (44、48)

飯塚 稔 常総 80 (39、41) 石川 峻 芦の湖 85 (41、44) 大舘 正裕 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (44、48)

磯岡 真吾 烏山城 80 (39、41) 岡田 秀幸 鷹之台 85 (41、44) 103 佐々木 貴志 ニッソー 93 (49、44)

住田 日換 南栃木 80 (39、41) 柴田 良三 紫 85 (39、46) 小林 隆寿 東千葉 93 (43、50)

金村 利光 茨城 80 (39、41) 64 岩崎 寛之 伊豆にらやま 86 (46、40) 105 菊島 浩二 大相模 96 (50、46)

田中 源 城里 80 (37、43) 恵 智洋 水戸レイクス 86 (45、41) 丸山 将弘 佐久平 96 (48、48)

26 藤本 和大 千葉夷隅 81 (43、38) 高橋 一君博 総武 86 (44、42) 107 戸邉 雅人 紫 98 (44、54)

中村 敦史 湘南シーサイド 81 (43、38) 晝間 隆広 平塚富士見 86 (43、43) 108 泉水 忠 ニッソー 99 (49、50)

倉片 優 武蔵 81 (41、40) 吉田 文一 皐月･佐野 86 (43、43) 109 皆川 義幸 皐月･佐野 103 (49、54)

堀越 衛 越生 81 (41、40) 長澤 幸治 ニッソー 86 (42、44) 110 柿澤 祐一 大相模 105 (55、50)

鈴木 佑一郎 佐原 81 (41、40) 70 碓氷 青潮 葉山国際 87 (45、42) 失格 中嶋 政則 セベ・バレステロス

高倍 淳一 東京五日市 81 (40、41) 倉橋 公二 紫 87 (43、44) 棄権 前澤 周平 成田GC

瀧澤 光雄 我孫子 81 (40、41) 高橋 薫 東筑波 87 (43、44) 棄権 置塩 秀之 成田GC

秋元 真一 ディアレイク 81 (40、41) 廣瀬 義晋 富士平原 87 (42、45) 欠場 伊藤 一彦 鷹彦スリー

小林 宏輔 我孫子 81 (39、42) 加藤 章嘉 東千葉 87 (42、45) 欠場 徳永 聖也 成田ハイツリー

森永 正隆 鷹之台 81 (38、43) 入江 精二 宍戸ヒルズ 87 (41、46) 欠場 前澤 友作 袖ヶ浦

菅又 康倫 日光 81 (37、44) 鶴町 和久 習志野 87 (41、46) 欠場 一色 讓 紫

藤城 拓也 ディアレイク 81 (36、45) 吉田 進 静ヒルズ 87 (40、47)

38 木村 和紀 宍戸ヒルズ 82 (43、39) 78 吉田 潔 鎌ヶ谷 88 (44、44)

宇佐美 正仁 東筑波 82 (42、40) 横山 佳和 東京よみうり 88 (44、44)

金田 直之 ニッソー 82 (41、41) 佐藤 豊 あさひヶ丘 88 (44、44)

蛯原 潤 我孫子 82 (41、41) 三原 直樹 富士レイクサイド 88 (42、46)

4月20日(金)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第15会場予選競技

紫カントリークラブ すみれコース( 6922Yards   Par 72 )


