
会場：

期日：

エントリー： 87名

出場： 85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

1 舘 英樹 富士笠間 70 (36、34) 阪根 竜之介 カレドニアン 79 (40、39) 岡田 貴弘 川越グリーン 89 (40、49)

2 篠 優希 川越 70 (36、34) 小林 隆寿 東千葉 79 (40、39) 84 菊地 香 エーデルワイス 91 (48、43)

3 谷口 嵩聡 鹿沼72 71 (34、37) 木村 裕治 水戸グリーン 79 (38、41) 失格 柴田 博文 ザ・レイクス

4 柳澤 信吾 袖ヶ浦 72 (36、36) 45 柿岡 啓介 習志野 80 (42、38) 欠場 奥富 基喜 岡部チサン

庄司 由 初穂 72 (34、38) 吹野 耕一 富士笠間 80 (41、39) 欠場 三橋 好文 東千葉

6 嶺岸 政秀 東名 73 (38、35) 原 克宣 小田原･松田 80 (40、40)

竹石 要佑 筑波 73 (37、36) 勝田 兵吉 箱根 80 (38、42)

小原 淳 愛鷹 73 (36、37) 日暮 俊明 扶桑 80 (37、43)

窪田 新平 紫 73 (36、37) 鈴木 正一郎 成田ハイツリー 80 (37、43)

10 金 浩延 宇都宮 74 (38、36) 51 鷺 一成 太平洋・御殿場 81 (43、38)

黒田 隆雅 東京国際 74 (38、36) 榊田 剛 青梅 81 (42、39)

竹原 洋行 横浜 74 (35、39) 宮下 雄一 浜野 81 (40、41)

13 白石 哲也 相模原 75 (38、37) 半田 裕一 ファイブエイト 81 (38、43)

14 松田 永基 清川 76 (42、34) 55 鈴木 貴士 大日向 82 (44、38)

長谷川 望 水戸グリーン 76 (40、36) 谷沢 正一 桜 82 (43、39)

大岩 龍一 那須小川 76 (40、36) 田中 俊行 鳩山 82 (42、40)

川崎 邦朗 江戸崎 76 (40、36) 渡辺 顕展 サンヒルズ 82 (42、40)

吉田 歩生 佐原 76 (39、37) 村上 雄太 南総 82 (41、41)

榎本 剛之 袖ヶ浦 76 (38、38) 中野 正義 富士笠間 82 (41、41)

水上 晃男 袖ヶ浦 76 (37、39) 斉野 恵康 GMG八王子 82 (41、41)

21 清水 優太 東京五日市 77 (40、37) 62 高橋 一君博 総武 83 (40、43)

和田 貴之 栃木ヶ丘 77 (39、38) 山野 貴之 富里 83 (40、43)

中山 和昭 大洗 77 (39、38) 渡部 美和 鹿野山 83 (39、44)

宇賀神 遥 小田原･松田 77 (38、39) 65 内堀 翔伍 スカイウェイ 84 (44、40)

阿部 逸朗 日高 77 (38、39) 牧長 一喜 千葉国際 84 (43、41)

岩橋 史弥 ギャツビイ 77 (38、39) 有馬 昌宏 玉造 84 (42、42)

飯塚 裕一 藤岡 77 (35、42) 68 松永 武士 サンヒルズ 85 (43、42)

28 細島 保秀 鹿沼72 78 (42、36) 森下 愛久 関東学生ゴルフ連盟 85 (43、42)

関澤 誠 ツインレイクス 78 (42、36) 岩沢 一輝 神奈川 85 (42、43)

須崎 友貴 東京五日市 78 (41、37) 米山 勇樹 東富士 85 (42、43)

風間 智行 小田原･松田 78 (41、37) 早水 保貴 アスレチック 85 (42、43)

金井 篤司 岡部チサン 78 (40、38) 今野 宗雄 皐月･鹿沼 85 (42、43)

磯井 怜 長太郎 78 (39、39) 千野 英樹 茨城 85 (41、44)

小野 竜彦 オリムピック 78 (39、39) 75 小川 文平 サンヒルズ 86 (46、40)

細野 敏彦 武蔵野 78 (38、40) 岡村 一八 長太郎 86 (45、41)

宮本 清 高坂 78 (38、40) 水上 晃一 袖ヶ浦 86 (42、44)

佐藤 宗太 那須小川 78 (38、40) 78 山口 司 塩原 87 (45、42)

早乙女 剛史 皐月･佐野 78 (37、41) 元木 努 多摩 87 (44、43)

田中 良博 寄居 78 (37、41) 斎藤 太津規 扶桑 87 (41、46)

澤田 信弘 茨城 78 (37、41) 81 京野 祐賀 東名 88 (46、42)

41 信岡 史将 富里 79 (42、37) 82 光山 勝則 皐月･佐野 89 (41、48)

平成26年度関東ゴルフ連盟6月月例競技(男子)
日高カントリークラブ　東・西コース( 7008Yards   Par 72 )

6月16日(月)


