
会場：

期日：

エントリー： 141名

出場： 140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 木庭 輝 那須小川 66 (31、35) 中川 雅義 沼津 77 (38、39) 82 吉岡 進 廣済堂埼玉 82 (43、39) 123 高橋 晋伸輔 関東国際 86 (46、40)

2 石原 航輝 日本大 70 (36、34) 中島 啓太 那須小川 77 (37、40) 横山 喜代春 小田原･日動御殿場 82 (42、40) 水池 祐 フレンドシップ 86 (45、41)

3 杉山 悠司 皐月･佐野 71 (36、35) 山田 直紀 小田原･松田 77 (36、41) 田中 雄三 相模原 82 (42、40) 金井 篤司 岡部チサン 86 (43、43)

坂本 雄介 TEAM KGA ジュニア 71 (36、35) 福村 祐人 那須小川 77 (36、41) 小室 順 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (41、41) 中村 勝郁 伊勢原 86 (42、44)

5 塚本 岳 TEAM KGA ジュニア 72 (37、35) 45 阿部 和生 ホロン 78 (42、36) 堀内 健 千葉国際 82 (41、41) 127 義澤 秀雄 東名厚木 87 (48、39)

6 前田 正雄 岡部チサン 73 (35、38) 有泉 靖 東京国際 78 (41、37) 井上 達希 房総 82 (41、41) 安藤 弘 富士宮 87 (46、41)

7 奥富 基喜 岡部チサン 74 (39、35) 岩橋 和輝 ギャツビイ 78 (41、37) 小野 竜彦 オリムピック 82 (41、41) 日比生 賢一 武蔵 87 (44、43)

坂輪 成章 平川 74 (38、36) 三浦 大河 関東ジュニア 78 (39、39) 土田 恭章 藤岡 82 (40、42) 長谷川 洋 武蔵 87 (44、43)

落合 卓 長瀞 74 (37、37) 満留 一瑳 美浦 78 (39、39) 山内 一晃 サンヒルズ 82 (40、42) 131 斉藤 旬 南富士 88 (47、41)

荒井 陸 鹿沼72 74 (37、37) 平久井 理 那須カントリー 78 (39、39) 広田 文雄 長野 82 (40、42) 和田 司郎 甲斐駒 88 (44、44)

沼田 凌 鹿沼72 74 (36、38) 西山 大策 慶應義塾大 78 (37、41) 石井 一功 クリスタル 82 (40、42) 伴 大樹 美浦 88 (43、45)

12 篠崎 嘉音 那須カントリー 75 (40、35) 岡田 大輔 那須小川 78 (37、41) 高山 恵輔 石坂 82 (40、42) 関 晴樹 戸塚 88 (38、50)

長谷川 楓弥 駒澤大 75 (38、37) 中跡 朝臣 富士宮 78 (36、42) 大野 達朗 武蔵 82 (38、44) 135 吉高神 佐俊 栗橋國際 89 (45、44)

長澤 奨 山梨県アマ 75 (38、37) 54 中里 匡良 大相模 79 (44、35) 岡田 光史 嵐山 82 (37、45) 鹿島 康裕 相模原 89 (45、44)

津田 雄司 東北福祉大 75 (37、38) 笠原 将揮 城西大 79 (40、39) 96 二ッ森 義一 東京カントリー 83 (42、41) 137 山口 茂夫 美浦 90 (46、44)

水崎 奎太 穂高 75 (37、38) 成塚 義治 嵐山 79 (39、40) 大久保 光彦 東松山 83 (42、41) 138 勝田 将嗣 津久井湖 92 (44、48)

永野 雄亮 かずさ 75 (36、39) 久能 大紀 富士チサン 79 (39、40) 及川 克彦 富士小山 83 (42、41) 139 井上 和馬 TEAM KGA ジュニア 95 (47、48)

黒田 隆雅 東京国際 75 (36、39) 目黒 学 日本海 79 (39、40) 河本 剛 ギャツビイ 83 (42、41) 140 平井 寛章 豊岡国際 99 (48、51)

木下 輝洋 皐月･佐野 75 (36、39) 平澤 夢厳 小千谷 79 (38、41) 関 翔大 パ協 83 (41、42) 欠場 内田 典明 カレドニアン

野呂 涼 長太郎 75 (35、40) 岩崎 寛之 伊豆にらやま 79 (35、44) 河合 映志 山梨県アマ 83 (41、42)

21 川岸 滉平 ファイブエイト 76 (39、37) 61 丹野 富壽 伊豆にらやま 80 (43、37) 永井 英輔 東京国際 83 (40、43)

西片 太一 埼玉国際 76 (39、37) 園田 昂生 大熱海国際 80 (41、39) 岩本 陽一郎 オリムピック 83 (40、43)

北山 健太郎 ラインヒル 76 (39、37) 鈴本 孔明 富士宮 80 (41、39) 野村 卓洋 平塚富士見 83 (40、43)

半田 匠佳 杉ノ郷 76 (39、37) 宮本 清 高坂 80 (40、40) 105 菊地 展弘 沼津 84 (45、39)

芳崎 陽紀 TEAM KGA ジュニア 76 (38、38) 岩崎 亜久竜 東名 80 (39、41) 辻 啓一 嵐山 84 (44、40)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 高井 勝 平塚富士見 80 (39、41) 松本 博史 クリスタル 84 (42、42)

菅井 雅之 嵐山 76 (38、38) 森口 貴資 太平洋・御殿場 80 (39、41) 金 智宇 日本大 84 (42、42)

長倉 聖弥 鹿沼72 76 (37、39) 熊澤 祐一郎 小田原･松田 80 (38、42) 青木 良亮 宍戸ヒルズ 84 (41、43)

中村 鎌大 松本 76 (37、39) 69 原 克宣 小田原･松田 81 (42、39) 茅野 弘喜 諏訪湖 84 (41、43)

30 坂 航 メイレイクヒルズ 77 (42、35) 山内 一輝 東京国際大 81 (41、40) 小原 秀天 富士宮 84 (41、43)

小林 浩之 諏訪湖 77 (41、36) 細沼 実 JGM高崎ベルエア 81 (41、40) 阿部 逸朗 日高 84 (39、45)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 近藤 拓也 小田原･日動御殿場 81 (41、40) 鈴木 昭彦 三島 84 (37、47)

風間 智行 小田原･松田 77 (40、37) 金森 祐介 富士チサン 81 (40、41) 114 川渕 秀徳 房総 85 (45、40)

鈴木 優也 津久井湖 77 (39、38) 田村 浩一 太平洋・御殿場 81 (40、41) 谷口 弘孝 オリムピック・レイクつぶらだ 85 (43、42)

木間塚 大河 ギャツビイ 77 (39、38) 佐久間 怜央 クリスタル 81 (40、41) 霜田 邦明 大日向 85 (43、42)

田村 敏明 小千谷 77 (39、38) 中原 正人 大相模 81 (40、41) 松井 篤 太平洋・御殿場 85 (43、42)

松村 本盛 ファイブエイト 77 (39、38) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 81 (39、42) 秋元 大典 慶應義塾大 85 (43、42)

福富 祥倫 クリスタル 77 (39、38) 柿岡 啓介 習志野 81 (39、42) 加藤 昭 チェックメイト 85 (42、43)

山口 留以 富士箱根 77 (38、39) 安藤 英俊 東名 81 (39、42) 伊藤 博一 富士箱根 85 (42、43)

木村 利治 水戸グリーン 77 (38、39) 榎本 幸和 オリムピック 81 (39、42) 中村 正美 小田原･松田 85 (40、45)

渡辺 顕展 高根 77 (38、39) 濱宮 勇樹 富士箱根 81 (37、44) 石川 誠剛 箱根 85 (39、46)

5月11日(月)

平成27年度関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

嵐山カントリークラブ( 6754Yards   Par 72 )


