
会場：

期日：
エントリー： 139名

出場： 136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 山岡 成稔 日本大 71 (36、35) 41 飯塚 隆 熊谷 80 (43、37) 岡村 一八 長太郎 84 (43、41) 中井 賢人 鹿沼72 90 (43、47)

2 阿部 政則 初穂 73 (38、35) 和田 雅英 東京五日市 80 (41、39) 鈴木 優也 津久井湖 84 (43、41) 124 嶋 辰雄 石坂 91 (48、43)

大塚 智之 川越 73 (36、37) 高山 貢 石坂 80 (40、40) 田中 良博 寄居 84 (42、42) 渡辺 清明 笹神五頭 91 (45、46)

斉藤 史晶 パ協 73 (36、37) 高村 和央 富士箱根 80 (39、41) 入江 誠一 武蔵松山 84 (42、42) 渡辺 悠斗 笹神五頭 91 (43、48)

5 齊藤 陸 東京湾 74 (38、36) 松井 源太 越後 80 (39、41) 大曾根 孝宏 大熱海国際 84 (42、42) 若月 亮 フォレスト 91 (42、49)

飯島 慎平 東京五日市 74 (36、38) 堀江 知史 ツインレイクス 80 (39、41) 小林 康春 藤岡 84 (41、43) 128 市井 太一 石坂 92 (45、47)

満留 一瑳 那須小川 74 (36、38) 阿部 逸朗 日高 80 (39、41) 幸田 明 中峰 84 (41、43) 129 吉川 正憲 熊谷 93 (45、48)

満留 正彰 美浦 74 (36、38) 小野里 篤雄 レーサム 80 (39、41) 西川 佳介 ファイブエイト 84 (41、43) 130 中里 匡良 大相模 95 (44、51)

9 森 実佐樹 駒澤大 75 (39、36) 渡辺 和希 笹神五頭 80 (39、41) 阿部 匡伺 フォレスト 84 (40、44) 131 斉藤 優弥 岡部チサン 96 (48、48)

高野 隆 柏崎 75 (38、37) 満木 翔太 柏崎 80 (39、41) 前田 正雄 岡部チサン 84 (39、45) 失格 西川 直希 オリムピック

金 智宇 パ協 75 (38、37) 河田 丈一郎 フォレスト 80 (38、42) 92 松丸 佳孝 成田東 85 (43、42) 失格 武富 聡範 美里

上原 吉貴 関東アマ 75 (37、38) 森久保 剛 津久井湖 80 (38、42) 上條 英二 秋山 85 (43、42) 失格 目黒 学 日本海

秋元 一男 相模原 75 (37、38) 53 樋口 新吾 越生 81 (43、38) 盛 英夫 沼津 85 (42、43) 棄権 野口 正雄 東京国際大

14 星 尚弥 東宇都宮 76 (40、36) 竹内 貴広 鴻巣 81 (42、39) 久田 謙 東京五日市 85 (42、43) 棄権 江浦 忠 栗橋國際

和田 博 東京五日市 76 (38、38) 栗林 大貴 柏崎黒姫 81 (41、40) 藤原 康裕 さいたま梨花 85 (41、44) 欠場 中村 誠之 鳩山

井上 豪 富士小山 76 (37、39) 黒滝 公彦 エーデルワイス 81 (40、41) 高橋 晋伸輔 関東国際 85 (41、44) 欠場 沓掛 誠 廣済堂埼玉

市川 清 埼玉 76 (35、41) 相原 位好 岡部チサン 81 (39、42) 98 石岡 一美 長岡 86 (45、41) 欠場 荒井 貞雄 鴻巣

18 小林 浩之 諏訪湖 77 (38、39) 鈴木 史敏 十日町 81 (39、42) 谷口 嵩聡 鹿沼72 86 (45、41)

桜井 龍之介 櫛形 77 (36、41) 繁田 勝 鴻巣 81 (37、44) 鈴木 光夫 妙高高原 86 (44、42)

高村 保 姉ヶ崎 77 (35、42) 60 笠原 瑞城 城西大 82 (44、38) 榎本 剛之 袖ヶ浦 86 (43、43)

21 山岸 風太 鹿沼72 78 (41、37) 本間 佑 鹿沼72 82 (43、39) 志村 拓紀 東京五日市 86 (43、43)

李 雄 関東ジュニア 78 (41、37) 長倉 聖弥 鹿沼72 82 (43、39) 中川 拓麻 彩の森 86 (42、44)

広田 文雄 長野 78 (40、38) 田中 俊行 鳩山 82 (43、39) 篠 慶弥 飯能 86 (41、45)

長谷川 楓弥 関東ジュニア 78 (40、38) 鈴木 理央 ユニオンエース 82 (43、39) 岩出 浩正 ルーデンス 86 (39、47)

坂 航 メイレイクヒルズ 78 (39、39) 木庭 輝 那須小川 82 (43、39) 106 若杉 育海 櫛形 87 (46、41)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 阿部 勝彦 嵐山 82 (42、40) 朝倉 裕治 中条 87 (41、46)

高橋 薫 高坂 78 (39、39) 佐藤 大裕 イーストヒル 82 (42、40) 島田 修 松ヶ峯 87 (40、47)

目澤 秀憲 日本大 78 (39、39) 阿久津 未来也 関東アマ 82 (42、40) 109 水野谷 章 石坂 88 (48、40)

田村 敏明 小千谷 78 (37、41) 杉之間 信明 富士小山 82 (41、41) 池田 慶一 十日町 88 (48、40)

29 久能 大紀 富士チサン 79 (42、37) 神戸 誠 太田双葉 82 (41、41) 波方 孝 越後 88 (45、43)

篠 優希 川越 79 (41、38) 岡田 光史 嵐山 82 (41、41) 奥山 昌宏 鹿島の杜 88 (44、44)

加藤 成二 岡部チサン 79 (41、38) 奥富 基喜 岡部チサン 82 (40、42) 藤澤 徹 石坂 88 (43、45)

河野 翔太 埼玉県ゴルフ協会 79 (41、38) 田代 格 GMG八王子 82 (40、42) 星野 節二 長岡 88 (43、45)

藤田 久男 太平洋・御殿場 79 (41、38) 木村 立児 嵐山 82 (39、43) 村山 浩伸 エーデルワイス 88 (43、45)

長澤 稔 富士川 79 (40、39) 上原 一憲 石坂 82 (37、45) 田中 雄三 相模原 88 (43、45)

小久江 正人 ミオス菊川 79 (40、39) 76 土屋 健次 武蔵 83 (44、39) 池田 憲治 嵐山 88 (41、47)

伊藤 幸信 入間 79 (40、39) 成井 雄太 柏崎 83 (43、40) 118 赤石 怜 東千葉 89 (47、42)

阿部 祐希 柏崎黒姫 79 (39、40) 北村 和秋 石地シーサイド 83 (43、40) 萱槙 伸祐 武蔵 89 (43、46)

半田 匠佳 杉ノ郷 79 (38、41) 浅田 かれら ツインレイクス 83 (40、43) 120 佐藤 力 美里 90 (46、44)

林 侃汰朗 櫛形 79 (37、42) 80 斉野 恵康 GMG八王子 84 (45、39) 小松原 健 イーストヒル 90 (45、45)

小澤 富男 白水 79 (36、43) 大野 勝人 伊豆にらやま 84 (43、41) 笠原 正光 入間 90 (44、46)

5月14日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース( 6982Yards   Par 72 )


