
会場：

期日：
エントリー： 168名

出場： 168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 中村 実 73 (37、36) 雨木 隆昭 82 (40、42) 阿部 慶三 86 (42、44) 138 東 仁 93 (49、44)

2 藤岡 和彦 74 (39、35) 北原 秀文 82 (40、42) 本間 義和 86 (42、44) 小林 康宏 93 (45、48)

3 齋藤 義浩 75 (37、38) 平澤 夢厳 82 (39、43) 涌井 政俊 86 (41、45) 140 渡邉 享靖 94 (50、44)

目黒 学 75 (37、38) 小濱 則義 82 (39、43) 95 遠藤 孝 87 (45、42) 141 小柳 敦 95 (50、45)

成井 雄太 75 (37、38) 50 渡辺 一弘 83 (45、38) 和田 亮 87 (44、43) 田村 由徳 95 (48、47)

横山 智行 75 (36、39) 小林 秀亮 83 (44、39) 伊佐 航太郎 87 (43、44) 星山 正和 95 (47、48)

7 野田 富勝 76 (40、36) 白濱 秀樹 83 (44、39) 程 金政 87 (43、44) 栃澤 陽一 95 (46、49)

永田 礼義 76 (39、37) 吉岡 和晃 83 (43、40) 田村 隆一 87 (42、45) 山﨑 豊作 95 (43、52)

佐藤 彰城 76 (38、38) 三母 英二 83 (43、40) 小林 光弘 87 (42、45) 146 近 勝俊 96 (48、48)

10 湯浅 良一 77 (39、38) 東城 雅夫 83 (42、41) 松塚 俊彦 87 (41、46) 大場 信秀 96 (48、48)

熊倉 克直 77 (39、38) 狩谷 謙治 83 (42、41) 渡邉 茂 87 (41、46) 近 幸吉 96 (45、51)

小町 均 77 (37、40) 久住 健介 83 (42、41) 103 村山 篤史 88 (48、40) 149 家所 研二 97 (53、44)

黒井 雅章 77 (37、40) 加藤 孝明 83 (41、42) 小村 尚哉 88 (47、41) 平山 浩幸 97 (51、46)

14 木下 裕貴 78 (40、38) 小林 常浩 83 (41、42) 小山 伸一 88 (46、42) 有坂 仁 97 (50、47)

白根 幸雄 78 (38、40) 安中 康一 83 (41、42) 渡辺 清明 88 (46、42) 坪川 和樹 97 (47、50)

16 戸松 彰 79 (42、37) 渡邉 伸 83 (41、42) 佐久間 直人 88 (45、43) 153 大橋 和義 98 (55、43)

田村 弘一 79 (39、40) 渡部 敏行 83 (40、43) 五十嵐 哲 88 (44、44) 佐藤 有 98 (55、43)

赤井田 和幸 79 (39、40) 羽竜 淳 83 (38、45) 武田 晴夫 88 (44、44) 本間 弘 98 (51、47)

町屋 明人 79 (38、41) 64 藤田 圭一郎 84 (45、39) 石山 正義 88 (43、45) 156 五十嵐 直樹 100 (52、48)

小林 肇 79 (38、41) 大村 聡 84 (45、39) 昆 勝徳 88 (40、48) 武者 正人 100 (49、51)

21 椎谷 聡 80 (43、37) 大野 耕栄 84 (44、40) 112 陸 寛光 89 (46、43) 後藤 芳廣 100 (49、51)

木島 拓人 80 (43、37) 佐藤 政信 84 (44、40) 新保 夏雄 89 (46、43) 159 小林 良太 102 (56、46)

工藤 一大 80 (42、38) 石川 陽一 84 (43、41) 波方 孝 89 (44、45) 光根 龍 102 (54、48)

朝倉 裕治 80 (42、38) 安斎 忠義 84 (43、41) 瀧澤 敏彦 89 (44、45) 池乘 治 102 (53、49)

星野 大孝 80 (41、39) 田口 孝志 84 (42、42) 渡邉 与一 89 (43、46) 長谷川 和志 102 (51、51)

甲斐 潤一 80 (40、40) 豊島 哲 84 (42、42) 山崎 直樹 89 (43、46) 163 齋藤 隆治 103 (55、48)

大瀧 徹也 80 (40、40) 中澤 敏彦 84 (42、42) 小泉 和志 89 (43、46) 164 坪田 孝文 104 (57、47)

野澤 順司 80 (38、42) 高橋 寛 84 (42、42) 119 小島 慎也 90 (46、44) 165 佐野 英樹 105 (53、52)

山田 貴之 80 (38、42) 橋詰 海斗 84 (41、43) 石月 徳生 90 (45、45) 166 今井 佑樹 121 (61、60)

30 堀 智貴 81 (43、38) 須貝 真司 84 (40、44) 熊谷 文良 90 (45、45) 棄権 金子 勝浩
以上、予選通過 水科 康則 84 (38、46) 永井 武治 90 (45、45) 棄権 相田 知巳
土屋 博 81 (43、38) 77 田中 吉樹 85 (45、40) 今井 一彦 90 (44、46)

小松原 健 81 (41、40) 渡辺 衛 85 (45、40) 堀 実 90 (44、46)

鈴木 一彦 81 (41、40) 高岡 徳康 85 (44、41) 長谷川 祐太 90 (43、47)

細貝 祐輝 81 (40、41) 久代 信二 85 (44、41) 126 小林 朋芳 91 (49、42)

35 神田 久 82 (43、39) 斎藤 和也 85 (44、41) 関川 聡 91 (48、43)

水戸 康司 82 (43、39) 椛沢 潔 85 (43、42) 山井 恒紀 91 (47、44)

江田 朋弘 82 (43、39) 三輪 政伸 85 (42、43) 椎谷 勉 91 (46、45)

三瓶 善市 82 (43、39) 田中 和弘 85 (41、44) 西川 芳雄 91 (45、46)

江口 義則 82 (43、39) 源川 幸恭 85 (40、45) 岩田 卓郎 91 (45、46)

井浦 健太 82 (43、39) 一箭 英宏 85 (40、45) 坂上 明和 91 (44、47)

小林 聡 82 (43、39) 曽根 明 85 (40、45) 武藤 剛 91 (43、48)

飯田 慎太郎 82 (41、41) 88 下坂 成彦 86 (47、39) 134 五十嵐 順一 92 (47、45)

小林 勉 82 (41、41) 西野 努 86 (46、40) 長谷川 仁 92 (47、45)

金子 隆博 82 (40、42) 上村 拓嗣 86 (45、41) 米持 賢一 92 (46、46)

伊部 和弘 82 (40、42) 伊藤 彰 86 (44、42) 金子 貞行 92 (42、50)

フォレストカントリー倶楽部　西コース( 6485Yards   Par 72 )

第４４回新潟県アマチュアゴルフ選手権　予選

7月8日(日)


