
会場：

期日：

エントリー： 145名

出場： 141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 吉田 隼人 鹿沼72 66 (34、32) 川渕 秀徳 房総 78 (40、38) 川田 孝行 鹿沼 81 (41、40) 山本 昌邦 都賀 86 (41、45)

2 松井 弘樹 パ協 67 (33、34) 苗村 哲哉 リバーサイドフェニックス 78 (40、38) 山口 明彦 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 野妻 秋美 鹿沼 86 (39、47)

3 照沼 恭平 大平台 68 (34、34) 八木沢 駿介 矢板 78 (40、38) 吉田 眞二 鹿沼72 81 (41、40) 125 吉田 文一 皐月･佐野 87 (47、40)

4 津田 雄司 東北福祉大 70 (36、34) 前田 正雄 岡部チサン 78 (39、39) 落合 滋 さいたま梨花 81 (40、41) 厚澤 克俊 鴻巣 87 (45、42)

關橋 光一 飯能グリーン 70 (33、37) 時田 聖也 那須小川 78 (39、39) 五十部 岬 立教大 81 (37、44) 矢口 宣洋 水戸レイクス 87 (42、45)

山本 雄太 鹿沼72 70 (33、37) 岩堀 眞規 カレドニアン 78 (38、40) 87 中本 裕基 岡部チサン 82 (44、38) 128 岩出 浩正 ルーデンス 88 (51、37)

7 長谷川 望 水戸グリーン 71 (36、35) 長田 潤 三井の森蓼科 78 (38、40) 竹内 千広 鴻巣 82 (44、38) 平林 浩二 都留 88 (49、39)

8 栗永 遼 日本体育大 72 (38、34) - 以 上、 予 選 通 過 － 山本 広樹 日本体育大 82 (43、39) 岡 時彦 リバーサイドフェニックス 88 (47、41)

松永 武士 サンヒルズ 72 (37、35) 永田 剛士 富士宮 78 (38、40) 野崎 寿之 伊香保 82 (43、39) 椎名 康之 武蔵 88 (46、42)

齋藤 瑞己 那須小川 72 (36、36) 吉田 達雄 藤岡 78 (38、40) 河野 幸久 鴻巣 82 (43、39) 桜井 真澄 武蔵松山 88 (45、43)

福田 亮太 東千葉 72 (36、36) 51 三谷 拓斗 日本大 79 (44、35) 井川 智一郎 初穂 82 (42、40) 萱槙 伸祐 武蔵 88 (43、45)

柘植野 徹 ファイブエイト 72 (36、36) 小澤 源太郎 武蔵 79 (44、35) 大関 淳 鴻巣 82 (40、42) 134 高橋 亨 伊香保 89 (49、40)

13 伴 大樹 美浦 73 (39、34) 渡辺 顕展 サンヒルズ 79 (43、36) 土屋 健次 武蔵 82 (40、42) 杉本 保之 エーデルワイス 89 (49、40)

広田 文雄 長野 73 (39、34) 野口 正雄 東京国際大 79 (42、37) 95 若林 徹 鹿沼72 83 (45、38) 亀田 丈司 武蔵 89 (46、43)

藤城 拓也 ディアレイク 73 (38、35) 宇佐美 正仁 東筑波 79 (41、38) 伊藤 俊行 富士チサン 83 (44、39) 137 林 和彦 ユニオンエース 90 (46、44)

鶴見 大樹 セゴビア 73 (36、37) 泉谷 叡 中央学院大 79 (41、38) 秋山 圭一郎 富士笠間 83 (44、39) 138 吾妻 正教 長瀞 91 (46、45)

高山 恵輔 石坂 73 (36、37) 亀井 勇典 中央大 79 (41、38) 近藤 博 日高 83 (44、39) 139 元岡 諭士 皐月･佐野 92 (48、44)

18 一ノ瀬 秀都 矢板 74 (39、35) 黒滝 公彦 エーデルワイス 79 (41、38) 牛ノ濱 純俊 藤岡 83 (43、40) 140 高橋 大助 カレドニアン 105 (50、55)

鈴木 理央 ユニオンエース 74 (39、35) 照沼 純平 大平台 79 (41、38) 木村 立児 嵐山 83 (42、41) 失格 中村 彰夫 武蔵松山

小岩井 亮輔 東北福祉大 74 (39、35) 吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 79 (40、39) 大城 優一郎 鹿沼72 83 (41、42) 欠場 三葛 良平 皐月･佐野

21 野口 正和 鷹 75 (38、37) 小野 竜彦 オリムピック 79 (40、39) 中村 勝鉉 太平洋・御殿場 83 (40、43) 欠場 入江 誠一 武蔵松山

宇波 慎司 神奈川 75 (38、37) 前田 一至 佐野 79 (39、40) 原 正晃 武蔵松山 83 (39、44) 欠場 小川 宏二郎 鹿沼

石丸 雄大 鴻巣 75 (37、38) 柚木 将吾 鹿沼72 79 (39、40) 104 上田 啓輔 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (45、39) 欠場 今井 和弘 日光

藤本 翔 日本大 75 (37、38) 竹内 貴広 鴻巣 79 (37、42) 山本 雅道 メイプルポイント 84 (45、39)

25 村山 浩伸 エーデルワイス 76 (40、36) 関口 洋一 平塚富士見 79 (36、43) 岡本 正幸 東松苑 84 (43、41)

羽鳥 賢次 秋山 76 (40、36) 66 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 80 (42、38) 山口 修 鹿沼72 84 (42、42)

秋山 智正 トムソン ナショナル 76 (39、37) 山本 伸一 岡部チサン 80 (41、39) 大森 規雄 平川 84 (41、43)

陶 章司 常陽 76 (39、37) 久保 秀成 メイプルポイント 80 (41、39) 古池 陽太 さいたま梨花 84 (39、45)

堤 健太朗 川越グリーン 76 (38、38) 大熊 章夫 都賀 80 (40、40) 110 榎本 隆司 都賀 85 (45、40)

篠﨑 嘉音 笹神五頭 76 (38、38) 本藤 利一 日高 80 (40、40) 清水 健司 飯能グリーン 85 (45、40)

杉山 悠司 皐月･佐野 76 (37、39) 森山 錬 鹿沼72 80 (39、41) 安里 明 リバーサイドフェニックス 85 (44、41)

32 渡部 隆夫 鴻巣 77 (42、35) 及川 良三 ディアレイク 80 (38、42) 丹羽 彦仁 大宮国際 85 (44、41)

浅野 正太郎 日本大 77 (41、36) 73 田辺 昌彦 岡部チサン 81 (46、35) 江浦 忠 栗橋國際 85 (43、42)

吉澤 一瑠 那須小川 77 (41、36) 大杉 学 鶴舞 81 (44、37) 斉藤 優弥 岡部チサン 85 (42、43)

山田 祥暉 東京五日市 77 (39、38) 鈴木 栄一 南摩城 81 (43、38) 繁田 勝 鴻巣 85 (42、43)

杉浦 一 富士チサン 77 (39、38) 鈴木 雅弘 ニッソー 81 (42、39) 永江 達史 鶴舞 85 (41、44)

荒井 建次 寄居 77 (37、40) 大塚 次郎 ツインレイクス 81 (42、39) 118 長野 修 武蔵松山 86 (46、40)

中川 拓麻 彩の森 77 (36、41) 尾崎 勉 白水 81 (42、39) 赤石 怜 東千葉 86 (44、42)

平本 世中 東名厚木 77 (36、41) 小保方 徹 皐月･佐野 81 (42、39) 林 信行 藤岡 86 (43、43)

40 大城 幹太 鹿沼72 78 (42、36) 坂 航 メイレイクヒルズ 81 (42、39) 齋藤 純靖 ワンウェイ 86 (43、43)

水島 清 鴻巣 78 (40、38) 長沢 昌彦 サンヒルズ 81 (42、39) 水上 政宏 岡部チサン 86 (42、44)

4月18日(金)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

鴻巣カントリークラブ( 6695Yards   Par 72 )


