
会場：

期日：
エントリー： 160名

出場： 154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 鈴木 祥一郎 関東ジュニア 75 (40、35) 神谷 優太 パ協 81 (42、39) 遠藤 将也 佐久平 86 (43、43) 123 半藤 良一 鳩山 91 (48、43)

榎本 涼平 鷹 75 (37、38) 竹田 駿樹 東京国際大 81 (42、39) 八尾 厚史 東京 86 (43、43) 相原 位好 岡部チサン 91 (46、45)

酒井 柾輝 扶桑 75 (36、39) 木下 輝洋 皐月･佐野 81 (41、40) 志村 和彦 伊香保GC・岡崎城 86 (42、44) 亀井 俊文 さいたま 91 (46、45)

4 勝俣 陵 玉川 76 (40、36) 新村 廉 穂高 81 (41、40) 渡邉 泰広 メイプルポイント 86 (42、44) 山田 繁喜 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (45、46)

加藤 政和 東京五日市 76 (39、37) 田中 孝幸 佐久平 81 (41、40) 小林 賢司 飯能グリーン 86 (42、44) 京野 祐賀 東名 91 (43、48)

山口 留以 富士箱根 76 (38、38) 伊藤 幸信 入間 81 (40、41) 金子 金之亮 越生 86 (41、45) 128 武田 和大 ツインレイクス 92 (51、41)

荒井 陸 鹿沼72 76 (37、39) 船橋 数晃 岡部チサン 81 (39、42) 88 山口 哲央 寄居 87 (48、39) 峯村 学 穂高 92 (49、43)

8 神戸 誠 太田双葉 77 (40、37) 西片 太一 埼玉国際 81 (39、42) 瀬良垣 淳 ベルエア 87 (46、41) 堀越 衛 越生 92 (47、45)

有賀 正起 伊香保国際 77 (40、37) 阿部 逸朗 日高 81 (38、43) 鈴木 和浩 さいたま梨花 87 (45、42) 131 横田 正夫 浦和 93 (51、42)

木村 正伸 伊香保GC・岡崎城 77 (39、38) 51 沼田 凌 鹿沼72 82 (44、38) 角田 智之 越生 87 (45、42) 櫻井 太原 松本 93 (47、46)

満留 一瑳 美浦 77 (38、39) 斉藤 史晶 関東ジュニア 82 (43、39) 冨田 進 岡部チサン 87 (45、42) 小野里 篤雄 レーサム 93 (46、47)

新藤 冴 クリスタル 77 (37、40) 岡田 光史 嵐山 82 (43、39) 篠 慶弥 飯能 87 (44、43) 新海 雅之 岡部チサン 93 (46、47)

13 小川 遼太郎 パ協 78 (42、36) - 以 上、 予 選 通 過 － 加藤 光一 越生 87 (44、43) 135 菅野 大太 秋山 94 (48、46)

島田 青葉 十日町 78 (41、37) 金井 篤司 岡部チサン 82 (42、40) 高橋 真央 太田双葉 87 (43、44) 山崎 一成 高根 94 (48、46)

関 徹也 赤城国際 78 (41、37) 島田 康成 都留 82 (41、41) 加藤 正幸 嵐山 87 (43、44) 新井 義弘 日高 94 (44、50)

柴田 博文 ザ・レイクス 78 (39、39) 小川 陽一 富士小山 82 (41、41) 中村 潤 立川国際 87 (43、44) 138 藤井 隆之 伊香保GC・岡崎城 95 (51、44)

松村 本盛 ファイブエイト 78 (39、39) 大久保 克海 穂高 82 (40、42) 小山 明宏 日高 87 (43、44) 高野 政人 高山 95 (49、46)

前田 男 岡部チサン 78 (39、39) 田中 俊行 鳩山 82 (39、43) 森田 保 入間 87 (43、44) 渋谷 建一郎 サンヒルズ 95 (46、49)

中島 啓太 那須小川 78 (38、40) 中島 正春 皐月･佐野 82 (39、43) 米沢 正幸 鷹彦スリー 87 (42、45) 141 佐藤 秀樹 美里 96 (50、46)

木庭 輝 那須小川 78 (37、41) 60 梅澤 伸弥 佐久平 83 (44、39) 村上 晃一 鳩山 87 (41、46) 142 平方 彰 伊香保国際 97 (54、43)

半田 匠佳 杉ノ郷 78 (37、41) 栗原 聖男 メイフラワー 83 (43、40) 磯谷 宏行 岡部チサン 87 (40、47) 古屋 佳男 立川国際 97 (53、44)

良川 卓也 塩原 78 (35、43) 内田 佳吾 城西大 83 (43、40) 103 玉木 田秀 オリムピック 88 (45、43) 藤牧 亮 佐久平 97 (49、48)

23 浅賀 勇太 東京五日市 79 (44、35) 蓮見 篤 駒澤大 83 (41、42) 有山 利男 鳩山 88 (43、45) 145 内田 秀人 さいたま 98 (49、49)

水崎 奎太 穂高 79 (41、38) 笠原 将揮 城西大 83 (40、43) 生澤 良太 鳩山 88 (43、45) 金子 博幸 メイフラワー 98 (49、49)

川岸 滉平 ファイブエイト 79 (41、38) 中馬 秀興 ノースショア 83 (40、43) 成田 正樹 嵐山 88 (42、46) 斎藤 充 小川 98 (46、52)

新村 駿 穂高 79 (38、41) 高橋 怜央 太田双葉 83 (40、43) 107 丸橋 正彦 藤岡 89 (48、41) 148 森島 宏之 狭山 99 (47、52)

恩田 拓哉 鹿沼72 79 (38、41) 67 眞尾 理民 上武・浄法寺 84 (42、42) 内田 裕 美里 89 (47、42) 149 笹本 康平 岡部チサン 102 (51、51)

中野 幹生 東京五日市 79 (37、42) 斎藤 太津規 扶桑 84 (41、43) 鯨 慎之介 那須小川 89 (45、44) 150 笠原 隆之 彩の森 104 (54、50)

29 高橋 一誠 岡部チサン 80 (44、36) 安藤 敬一郎 大栄 84 (41、43) 川口 智宏 埼玉国際 89 (45、44) 失格 森角 聡 佐久平

高見澤 稜 佐久平 80 (42、38) 高畑 尚康 鳩山 84 (41、43) 冨永 進 嵐山 89 (44、45) 失格 守屋 玄 平川

宮下 昌俊 松本 80 (42、38) 園部 潤 メイレイクヒルズ 84 (40、44) 加藤 章嘉 東千葉 89 (43、46) 失格 齋藤 哲也 筑波

遠藤 一生 東京五日市 80 (42、38) 72 加藤 成二 岡部チサン 85 (47、38) 113 武内 孝文 寄居 90 (48、42) 棄権 今井 忍 岡部チサン

深澤 直貴 宇都宮 80 (41、39) 清水 勲 レーサム 85 (46、39) 林 裕隆 宍戸ヒルズ 90 (47、43) 欠場 大柳 博也 立川国際

宮下 雄一 浜野 80 (41、39) 金 煕謙 佐久平 85 (44、41) 小菅 豊太郎 日高 90 (46、44) 欠場 牧谷 秀昭 相模原

樋口 新吾 越生 80 (40、40) 渋谷 晃太郎 サンヒルズ 85 (44、41) 宇野 康二 越生 90 (46、44) 欠場 菅原 秀樹 エーデルワイス

西村 真太郎 南摩城 80 (40、40) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 85 (43、42) 来住野 忠之 さいたま梨花 90 (45、45) 欠場 菅井 雅之 嵐山

石原 慎也 岡部チサン 80 (39、41) 松本 英司 皆川城 85 (42、43) 中根 俊幸 越生 90 (45、45) 欠場 成塚 義治 嵐山

38 木村 利治 水戸グリーン 81 (43、38) 佐藤 力 美里 85 (41、44) 宮上 元伸 立野クラシック 90 (45、45) 欠場 松村 滋基 ファイブエイト

勝又 正浩 東京 81 (43、38) 79 田中 一輝 ロイヤルオーク 86 (46、40) 手塚 浩二 あづみ野 90 (45、45)

伊藤 優太 東京五日市 81 (43、38) 梁瀬 正晴 鳩山 86 (45、41) 高野 秀治 鳩山 90 (44、46)

橋本 竜摩 太田双葉 81 (43、38) 松本 正之 皐月･佐野 86 (44、42) 保科 和生 松本 90 (42、48)

4月14日(月)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第11会場予選競技

鳩山カントリークラブ( 6963Yards   Par 72 )


