
2013年5月21日(火)

ｽﾀｰﾄ ｽﾀｰﾄ

時間 時間

1 7:36 黒川 大輝 酒井 柾輝 森下 純平 高坂 始 1 7:36 志村 幸一 黒田 一成 長嶋 文太 金 熙謙

2 7:45 三澤 康弘 髙見澤 稜 迫田 航季 古谷 和広 2 7:45 長田 潤 伊藤 貴史 中村 敦史 大村 英雄

3 7:54 青野 浩明 鈴木 祥一郎 長柄 琢磨 坪井 大 3 7:54 齊藤 太稀 内田 幸雄 都 俊和 京野 祐賀

4 8:03 横山 直季 小林 哲也 岡部 実 関根 晴一 4 8:03 笠原 悠揮 渡辺 明稔 佐々木 博文 伊藤 光

5 8:12 羽鳥 賢次 竹田 駿樹 水崎 奎太 柏原 弘信 5 8:12 鈴本 孔明 島田 保 熊澤 祐一郎 小泉 信和

6 8:21 出浦 功 森本 守 佐藤 春和 大森 崇弘 6 8:21 植松 弘幸 恩田 拓哉 福田 隆志 塚本 大輝

7 8:30 五十嵐 瑠亜 木村 健太郎 片野 由次 佐藤 照美 7 8:30 渡辺 伸一 宮下 昌俊 森崎 豪 鈴木 清明

8 8:39 水戸 颯 細沼 実 岡村 平 渡邉 竜太 8 8:39 杉本 雅之 越川 直毅 杉山 朋邦 梅澤 正男

9 8:48 原藤 孝 笠原 瑞城 柘植野 徹 浅賀 勇太 9 8:48 櫻井 文雄 田中 友也 毛利 星蒔 松下 英一

10 8:57 鈴木 亮司 中井 賢人 川上 優大 佐藤 圭胤 10 8:57 島田 修 池田 伸夫 松居 大輔 藤川 守

11 9:06 加治屋 舜介 笠原 将揮 西川 幸一郎 石巻 貴羅 11 9:06 薗 保冶 井上 浩司 筧田 正弘 加藤 利生

12 9:15 正木 翔 阿部 祐希 中莖 雄大 徳嶽 彰 12 9:15 鯨 慎之介 石川 進 本間 正勝 鈴木 隆司

13 9:24 佐藤 諒 斉藤 清和 小木 昌樹 松井 弘樹 13 9:24 角田 卓也 塩野目 龍一 宮脇 裕之 眞尾 理民

14 9:33 中島 啓太 沼田 祐貴 菊地 展弘 井出 俊 14 9:33 後藤 一幸 片岡 健太郎 堀之内 佳武 永野 章男

15 9:42 清水 優太 若杉 育海 長倉 聖弥 小林 準 15 9:42 中尾 伸一 丸 詩門 中山 康雄 中村 光一

16 9:51 岩波 肇 酒井 勇輝 河合 映志 新村 廉 16 9:51 河村 富士男 瀬川 将 谷口 弘孝 藤本 武彦

17 10:00 大曽根 孝宏 二階堂 源也 長澤 奨 宇賀神 遥 17 10:00 日高 浩 佐藤 太郎 山田 錦 福澤 諭志

18 10:09 中山 和成 斉藤 史晶 佐藤 尊則 鬼沢 友秀 18 10:09 末永 寛文 飯田 雅則 北村 重道 阿部 洋和

参加人数：144人

選手名 選手名

第４７回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　東日本Ｂ地区決勝大会
開催コース：三井の森軽井沢カントリー倶楽部
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