
会場：

期日：

エントリー： 110名

出場： 106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 石原 航輝 高萩 71 (35、36) 上迫 友貴 千葉国際 82 (43、39) 関口 洋一 平塚富士見 87 (41、46)

2 櫻井 大樹 甲斐駒 73 (36、37) 服部 昇平 土浦 82 (42、40) 83 遠山 光男 筑波 88 (46、42)

3 松下 龍之介 城里 74 (38、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 安部 修吾 東京五日市 88 (45、43)

4 長谷川 望 水戸グリーン 75 (40、35) 細野 博隆 皆川城 82 (42、40) 小林 雅美 浜野 88 (44、44)

坂本 幹太 高萩 75 (37、38) 川崎 純 南総 82 (42、40) 86 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 89 (46、43)

庄司 将也 扶桑 75 (35、40) 海老澤 将之 ワンウェイ 82 (41、41) 池之上 透 東ノ宮 89 (46、43)

7 大貫 渉太朗 水戸レイクス 76 (42、34) 佐藤 文太 豊岡国際 82 (41、41) 横川 康祐 扶桑 89 (44、45)

大川 将弥 レインボーヒルズ 76 (42、34) 幸田 恭典 ニッソー 82 (40、42) 89 嶌田 真一 小田原･松田 90 (50、40)

寺村 義美 スプリングフィルズ 76 (40、36) 木田 壮太 水戸レイクス 82 (40、42) 大久保 訓 浦和 90 (46、44)

関 翔大 水戸レイクス 76 (36、40) 清水 裕介 駒澤大 82 (40、42) 91 林 利治 平川 91 (49、42)

11 町田 貴敏 皆川城 77 (38、39) 51 飯田 将人 ザ・レイクス 83 (47、36) 永江 達史 アバイディング 91 (45、46)

12 斎藤 純一 栃木ヶ丘 78 (42、36) 勝俣 和久 オーク・ヒルズ 83 (44、39) 加藤 光男 ディアレイク 91 (43、48)

小松崎 博 東筑波 78 (41、37) 吉永 恭 猿島 83 (43、40) 山口 茂夫 美浦 91 (43、48)

金田 崇宏 筑波 78 (39、39) 辻本 太平 大洗 83 (43、40) 95 前嶋 鈴志郎 筑波 92 (47、45)

柿澤 大輝 水戸レイクス 78 (38、40) 坂入 光 東ノ宮 83 (42、41) 96 萩原 裕侍 皐月･佐野 93 (44、49)

木村 裕治 水戸グリーン 78 (38、40) 中村 勝一 東名厚木 83 (42、41) 97 掛川 達彦 武蔵 94 (48、46)

平澤 夢厳 小千谷 78 (38、40) 佐野 正 ザ・レイクス 83 (41、42) 東矢 章利 ロイヤルスター 94 (48、46)

18 大山 和則 宍戸ヒルズ 79 (42、37) 齋藤 哲也 筑波 83 (40、43) 99 金川 基晴 鷹 95 (49、46)

木和田 真生 筑波大 79 (42、37) 鈴木 貴士 大日向 83 (40、43) 100 石黒 浩幸 東ノ宮 96 (50、46)

桂宮 將 大浅間 79 (40、39) 小野 耕平 ニッソー 83 (39、44) 西山 格之進 慶應義塾大 96 (48、48)

夏堀 裕大 水戸レイクス 79 (39、40) 61 上村 悠 中央学院大 84 (47、37) 高橋 宝将 愛鷹 96 (47、49)

佐藤 充利 成田ハイツリー 79 (39、40) 高松 孝行 麻倉 84 (45、39) 大杉 学 鶴舞 96 (47、49)

増子 敬 白帆 79 (38、41) 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 84 (44、40) 104 中山 仁 凾南 98 (49、49)

磯 佑太 塩原 79 (38、41) 平野 海里 鹿沼72 84 (44、40) 105 清水 健二 太平洋・佐野ヒルクレスト 99 (54、45)

菅野 智次郎 猿島 79 (37、42) 澤邊 彰 都賀 84 (42、42) 失格 日比 聡二郎 霞南

26 瀧澤 泰三 習志野 80 (42、38) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (42、42) 欠場 小岩井 亮輔 城里

猪狩 広大 那須小川 80 (41、39) 高橋 勲 茨城 84 (41、43) 欠場 松波 良晃 大利根

服部 大輔 土浦 80 (41、39) 永井 基之 東ノ宮 84 (39、45) 欠場 紺谷 三大 大洗

東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (41、39) 69 金田 昌富 筑波 85 (44、41) 欠場 木内 登喜雄 大洗

金澤 徹 扶桑 80 (40、40) 児玉 浩明 麻生 85 (44、41)

斉藤 幹夫 宇都宮 80 (40、40) 大西 幸四郎 筑波 85 (42、43)

吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 80 (39、41) 和泉 正人 京 85 (41、44)

岡野 智弘 石岡・ウエスト 80 (39、41) 73 木名瀬 和重 水戸 86 (44、42)

朝日向 翼 ニッソー 80 (38、42) 志村 哲 猿島 86 (44、42)

35 荒井 眞一 筑波 81 (42、39) 吉川 博美 麻生 86 (43、43)

高橋 和久 玉造 81 (41、40) 76 小鳥 英樹 大利根 87 (45、42)

高島 吉童 スプリングフィルズ 81 (41、40) 千葉 実 霞南 87 (44、43)

中山 親美 霞台 81 (40、41) 當麻 正貴 浦和 87 (43、44)

鈴木 昇 ザ・レイクス 81 (40、41) 柳橋 一之 扶桑 87 (42、45)

相馬 聡夫 茨城 81 (38、43) 阿部 工児 筑波 87 (42、45)

41 土屋 敏明 浦和 82 (45、37) 上村 努 東筑波 87 (42、45)

4月16日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

筑波カントリークラブ( 7015Yards   Par 72 )


