
会場：

期日：

エントリー： 98名

出場： 95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 宇田川 聡士 成田東 69 (34、35) 堀井 浩人 相模野 81 (41、40) 郡司 十三生 高萩 88 (40、48)

2 溝井 献也 扶桑 71 (35、36) 田岡 真一郎 常陽 81 (40、41) 83 皆川 博嗣 富士笠間 89 (46、43)

3 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 74 (36、38) 小松崎 卓 マナ 81 (40、41) 高井 聡 岩瀬桜川 89 (46、43)

重藤 亮一 セントラル 74 (34、40) 幡谷 仙秀 静ヒルズ 81 (39、42) 丹羽 彦仁 大宮国際 89 (42、47)

5 太田 智喜 マナ 75 (39、36) 45 村上 拓也 セゴビア 82 (44、38) 86 岸 俊光 浦和 90 (47、43)

高橋 陸 城里 75 (38、37) 橋本 征道 成田ハイツリー 82 (43、39) 和田 充宏 習志野 90 (46、44)

大木 敏夫 龍ヶ崎 75 (36、39) 高橋 優介 霞南 82 (43、39) 菊地 隆 セゴビア 90 (45、45)

8 亀井 隆 唐沢 76 (37、39) 鈴木 清隆 サニーフィールド 82 (43、39) 武藤 浩司 セゴビア 90 (44、46)

横川 竜希 東名 76 (36、40) 山下 仁 カレドニアン 82 (42、40) 90 藤城 正芳 カナリヤガーデン 91 (43、48)

鈴木 貴也 扶桑 76 (36、40) 大関 祥伍 中央学院大 82 (42、40) 91 仲 隆宏 セントラル 92 (48、44)

陶 章司 常陽 76 (36、40) 石田 俊一 房総 82 (42、40) 92 小沼野 健一 東松苑 93 (48、45)

12 堀内 健 千葉国際 77 (39、38) 森田 正浩 大洗 82 (41、41) 93 藤枝 克則 つくばね 94 (50、44)

13 榎本 和彦 新千葉 78 (41、37) 古池 陽太 さいたま梨花 82 (41、41) 茂呂田 雅幸 ブリック＆ウッド 94 (41、53)

中島 智明 千葉廣済堂 78 (41、37) 福田 正明 富士笠間 82 (39、43) 95 土野 弘之 成田東 97 (52、45)

斉藤 達郎 新千葉 78 (40、38) 高橋 渉 セゴビア 82 (39、43) 欠場 山田 浩之 龍ヶ崎

渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 78 (40、38) 福島 順信 江戸崎 82 (38、44) 欠場 安達 豊基 龍ヶ崎

上江田 航 佐原 78 (39、39) 57 半田 裕一 ファイブエイト 83 (44、39) 欠場 細谷 和則 富士笠間

平田 利夫 千葉国際 78 (39、39) 松丸 壽秀 習志野 83 (43、40)

有馬 昌宏 玉造 78 (39、39) 礒崎 雄司 静ヒルズ 83 (43、40)

20 姥貝 丈司 潮来 79 (42、37) 土居 幸樹 セントラル 83 (43、40)

吉永 賢 レインボーヒルズ 79 (41、38) 大澤 行範 大厚木 83 (42、41)

鈴木 正一郎 成田ハイツリー 79 (41、38) 川上 恭弘 我孫子 83 (41、42)

市川 義勝 茨城ロイヤル 79 (40、39) 63 水野 茂 房総 84 (44、40)

岩堀 眞規 ギャツビイ 79 (40、39) 広瀬 一哉 高萩 84 (43、41)

西原 浩司 ギャツビイ 79 (40、39) 永田 昭二 ノースショア 84 (42、42)

和田 貴之 栃木ヶ丘 79 (40、39) 秋山 圭一郎 富士笠間 84 (41、43)

芹澤 陽二郎 東筑波 79 (40、39) 67 石井 昭浩 皐月･鹿沼 85 (45、40)

小川 直康 セベ・バレステロス 79 (39、40) 鈴木 洋 成田GC 85 (45、40)

29 杉山 和正 大利根 80 (43、37) 米本 貴昭 白帆 85 (43、42)

渡邊 悠太 ニッソー 80 (42、38) 白井 康平 カナリヤガーデン 85 (43、42)

森山 錬 鹿沼72 80 (41、39) 高野 信幸 矢板 85 (41、44)

奥澤 國男 龍ヶ崎 80 (41、39) 福山 憲一 習志野 85 (41、44)

木下 輝洋 皐月･佐野 80 (41、39) 梯 輝大 龍ヶ崎 85 (40、45)

関口 正浩 つくばね 80 (40、40) 冨田 昇 房総 85 (40、45)

梅山 明久 伊香保国際 80 (40、40) 75 国井 道浩 笠間東洋 86 (46、40)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 80 (40、40) 田葉 正信 龍ヶ崎 86 (44、42)

鈴木 雅弘 ニッソー 80 (39、41) 清田 大輔 セントラル 86 (41、45)

柴田 文弘 ニッソー 80 (38、42) 78 大塚 秀人 藤ヶ谷 87 (42、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 79 石井 昌紀 鶴舞 88 (44、44)

志村 幹夫 大洗 80 (36、44) 杉山 賢治 本厚木 88 (42、46)

40 神田 陽介 石岡・ウエスト 81 (41、40) 浅野 勝己 栃木ヶ丘 88 (42、46)

4月16日(月)

平成24年度関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技

龍ヶ崎カントリー倶楽部( 6773Yards   Par 72 )


