
会場：

期日：

エントリー： 141名

出場： 135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 水石 琢哉 中央大 73 (35、38) 黒田 隆雅 東京国際 82 (41、41) 照沼 恭平 大平台 86 (44、42) 野口 雄司 秩父国際 90 (44、46)

2 木村 正伸 レーサム 74 (37、37) 落合 卓 長瀞 82 (41、41) 伊藤 雅章 長野 86 (43、43) 124 土田 晃成 さいたま梨花 91 (48、43)

須長 雄介 甲斐ヒルズ 74 (33、41) 松井 弘樹 日本大 82 (41、41) 渡邉 裕史 オリムピック 86 (43、43) 来住野 忠之 さいたま梨花 91 (47、44)

4 福田 亮太 東千葉 75 (36、39) 竹花 英文 青梅 82 (40、42) 平久井 理 那須チサン 86 (42、44) 林 一夫 川越 91 (46、45)

5 関 徹也 赤城国際 76 (37、39) 丸山 真直 昇仙峡 82 (40、42) 藤井 隆之 伊香保GC・岡崎城 86 (42、44) 山口 拓也 東名厚木 91 (43、48)

6 絵野 剛吏 東千葉 77 (39、38) 清水 正一 青梅 82 (40、42) 鯨 慎之介 那須小川 86 (42、44) 128 早水 保貴 アスレチック 92 (47、45)

島田 貴規 長野 77 (39、38) 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 82 (38、44) 小林 慶一 霞ヶ関 86 (41、45) 吉田 拓也 関越ハイランド 92 (46、46)

松本 直諭 ロイヤルオーク 77 (39、38) 48 奥村 康徳 千葉 83 (43、40) 恩田 拓哉 鹿沼72 86 (41、45) 130 篠崎 州央 千葉国際 93 (49、44)

榎本 涼平 鷹 77 (38、39) 石政 貴達 駒澤大 83 (43、40) 大久保 孝 ルーデンス 86 (41、45) 林 靖浩 東松山 93 (46、47)

小野 竜彦 オリムピック 77 (38、39) 小林 賢司 飯能グリーン 83 (43、40) 鈴木 祥一郎 鹿沼72 86 (41、45) 132 小笠原 鵬人 慶應義塾大 95 (47、48)

豊島 豊 東千葉 77 (37、40) 花田 直樹 ツインレイクス 83 (43、40) 安達 光宣 リバー富士 86 (40、46) 133 青木 剛 豊岡国際 99 (50、49)

12 岡部 実 東京都アマ 78 (40、38) 大西 慧斗 御殿場 83 (42、41) 93 水崎 奎太 穂高 87 (45、42) 棄権 中澤 貞利 彩の森

橋本 竜摩 太田双葉 78 (39、39) 土田 恭章 藤岡 83 (41、42) 長澤 奨 富士川 87 (45、42) 棄権 鹿島 康裕 相模原

饒田 剛央 東京国際 78 (39、39) 梅澤 吉朗 初穂 83 (41、42) 大橋 祐樹 メイプルポイント 87 (44、43) 欠場 常岡 慶太 太平洋・御殿場

谷 豪 ユニオンエース 78 (39、39) 松林 泰嵩 慶應義塾大 83 (41、42) 田辺 昌彦 岡部チサン 87 (43、44) 欠場 大瀧 初明 児玉

早乙女 剛史 皐月･佐野 78 (38、40) 牧長 一喜 房総 83 (40、43) 辻下 英良 大厚木 87 (43、44) 欠場 斉藤 清人 オリムピック

松村 本盛 鷹彦スリー 78 (38、40) 島村 敏 八王子 83 (40、43) 小野 太佳司 寄居 87 (42、45) 欠場 小林 祐治 東京

18 竹内 輝樹 秋山 79 (42、37) 日覚 暁紀 中央大 83 (39、44) 細野 敏彦 武蔵野 87 (41、46) 欠場 竹内 正己 川越

鈴木 敏夫 茨城 79 (40、39) 59 秋山 定俊 相模原 84 (44、40) 100 荒井 陸 鹿沼72 88 (46、42) 欠場 坪井 浩一 大相模

船橋 数晃 岡部チサン 79 (39、40) 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (43、41) 田中 孝幸 佐久平 88 (45、43)

新村 廉 穂高 79 (38、41) 油井 和幸 ヴィンテージ 84 (43、41) 八尋 天聖 皐月･佐野 88 (44、44)

北山 健太郎 ラインヒル 79 (37、42) 山本 二朗 相模原 84 (43、41) 柳 秀煕 立川国際 88 (44、44)

23 小林 準 昇仙峡 80 (42、38) 有賀 正起 白水 84 (43、41) 比留間 基好 寄居 88 (44、44)

向山 和徳 鳩山 80 (40、40) 篠崎 明 オーク・ヒルズ 84 (42、42) 大久保 克海 穂高 88 (43、45)

村越 元彰 宍戸ヒルズ 80 (40、40) 飛田 博也 富士チサン 84 (42、42) 高橋 昌也 佐久平 88 (43、45)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 中村 潤 立川国際 84 (41、43) 河田 泰弘 アスレチック 88 (43、45)

稲川 大次郎 メイプルポイント 80 (39、41) 吉川 泰央 上総モナーク 84 (40、44) 仙波 譲治 霞ヶ関 88 (43、45)

高田 聖斗 米山水源 80 (38、42) 中島 正春 皐月･佐野 84 (40、44) 佐藤 圭胤 富岡 88 (43、45)

永井 英輔 東京国際 80 (37、43) 69 岡田 睦広 レーサム 85 (45、40) 島田 康成 都留 88 (43、45)

29 丸山 雄也 穂高 81 (43、38) 梅澤 武彦 相模原 85 (45、40) 新井 義弘 日高 88 (42、46)

村上 雄太 南総 81 (42、39) 矢内 規夫 茨城 85 (44、41) 112 山口 滝太 東京 89 (47、42)

渡辺 泰一郎 日本海 81 (42、39) 伊藤 俊行 富士チサン 85 (42、43) 水池 祐 フレンドシップ 89 (46、43)

佐野 未来 甲斐駒 81 (41、40) 井口 将志 中央大 85 (42、43) 濱田 正行 清川 89 (46、43)

清水 優太 東京五日市 81 (40、41) 吉田 文雄 東松山 85 (41、44) 柳沢 知己 扶桑 89 (43、46)

大久保 慎也 さいたま梨花 81 (40、41) 中原 正人 大相模 85 (41、44) 京野 祐賀 東名 89 (43、46)

須崎 友貴 東京五日市 81 (40、41) 丹羽 基広 小金井 85 (40、45) 野村 幸晴 東京よみうり 89 (43、46)

酒井 勇輝 扶桑 81 (40、41) 77 前山 正隆 富士小山 86 (46、40) 渡辺 顕展 サンヒルズ 89 (41、48)

宮本 清 小川 81 (39、42) 永井 宏 相模野 86 (45、41) 小澤 源太郎 武蔵 89 (40、49)

關橋 光一 飯能グリーン 81 (37、44) 岡本 政己 ロイヤルスター 86 (45、41) 120 菅野 大太 秋山 90 (47、43)

39 川上 優大 東京五日市 82 (43、39) 榎本 幸和 オリムピック 86 (44、42) 長尾 博文 青梅 90 (45、45)

都 和馬 彩の森 82 (41、41) 手塚 浩二 あづみ野 86 (44、42) 小林 直哉 駒澤大 90 (45、45)

5月14日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース( 7117Yards   Par 73 )


