
会場：

期日：
エントリー： 76名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 瀧澤 雅人 矢板 72 (36、36) 岡田 章二 横浜 85 (44、41)

2 関 大河 鹿沼72 74 (39、35) 矢作 定雄 龍ヶ崎 85 (41、44)

岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 74 (39、35) 43 山崎 典孝 宍戸ヒルズ 86 (43、43)

津田 雄司 関東ジュニア 74 (38、36) 因泥 洋 猿島 86 (42、44)

5 徳嶽 太 伊勢原 75 (39、36) 増山 馨介 桐生 86 (42、44)

山本 雄太 鹿沼72 75 (38、37) 46 高畑 尚康 武蔵松山 87 (44、43)

7 佐藤 順 唐沢 77 (39、38) 佐々木 邦 宍戸ヒルズ 87 (43、44)

小林 且雄 岡部チサン 77 (39、38) 四倉 次郎 キングフィールズ 87 (43、44)

野口 政夫 佐野 77 (38、39) 松本 英司 皆川城 87 (40、47)

10 釜谷 正宏 富士小山 78 (43、35) 50 渡辺 克彦 ファイブエイト 88 (46、42)

和泉 一夫 佐野 78 (41、37) 宮下 宜嗣 グレンオークス 88 (46、42)

篠原 和男 京葉 78 (40、38) 落合 功 佐野 88 (43、45)

山本 昌邦 都賀 78 (39、39) 53 志賀 典裕 佐野 89 (48、41)

八木沼 仁 サニーフィールド 78 (37、41) 小張 秀勝 東京五日市 89 (47、42)

15 大場 歓 埼玉国際 79 (42、37) 難波 清 佐野 89 (43、46)

奈良 泰佑 クリスタル 79 (41、38) 谷川 達裕 ニュー・セントアンドリュース 89 (42、47)

植木 俊宏 皆川城 79 (40、39) 57 阿部 智征 皐月･鹿沼 90 (50、40)

深沢 勝彦 船橋 79 (40、39) 大関 雅章 ファイブエイト 90 (48、42)

真下 政夫 佐野 79 (39、40) 田口 文一 佐野 90 (48、42)

百目鬼 光紀 鹿沼72 79 (38、41) 60 中村 誠 横浜 91 (46、45)

松島 登紀夫 皐月･佐野 79 (38、41) 秋山 博 佐野 91 (46、45)

22 豊 正光 千葉国際 80 (40、40) 押山 禎延 日本大 91 (45、46)

露木 実 東名厚木 80 (40、40) 63 羽原 進 武蔵 92 (48、44)

石川 清巳 佐野 80 (38、42) 茂呂 和久 鷹之台 92 (45、47)

25 鶴見 昌久 セゴビア 81 (42、39) 65 関根 寛和 ゴールデンレイクス 94 (46、48)

宮川 将 妙高サンシャイン 81 (41、40) 66 金谷 陽介 高根 95 (50、45)

三ッ木 隆之 東京五日市 81 (40、41) 67 藤井 淳 宍戸ヒルズ 96 (44、52)

28 林部 貞雄 佐野 82 (44、38) 68 岡本 正幸 東松苑 98 (48、50)

荒川 隆男 佐野 82 (43、39) 今野 修明 相武 98 (42、56)

- 以 上、 予 選 通 過 － 70 見目 聡 宍戸ヒルズ 100 (48、52)

坂本 雄介 ニュー・セントアンドリュース 82 (43、39) 欠場 浜出 達弥 オリムピック

中島 篤志 東松苑 82 (42、40) 欠場 入江 芳史 セゴビア

仁平 克弥 東筑波 82 (42、40) 欠場 松田 健一 高根

保坂 光利 佐野 82 (42、40) 欠場 田村 次郎 那須小川

鶴見 大樹 セゴビア 82 (41、41) 欠場 青山 雅彦 東ノ宮

35 吉高神 佐俊 栗橋國際 83 (45、38) 欠場 齊藤 弘行 矢板

36 黒子 光貴 ダイヤグリーン 84 (45、39)

今野 宗雄 皐月･鹿沼 84 (44、40)

遠藤 利也 佐野 84 (41、43)

持田 哲哉 伊香保GC・岡崎城 84 (39、45)

40 角田 孝幸 セントラル 85 (48、37)

4月19日(木)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

佐野ゴルフクラブ 出流コース( 6409Yards   Par 71 )


