
会場：

期日：

エントリー： 115名

出場： 107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 百目鬼 光紀 鹿沼72 75 (39、36) 堀内 健 千葉国際 84 (44、40) 佐藤 秀樹 富士小山 90 (41、49)

2 森山 友貴 太平洋・御殿場 76 (40、36) 岩本 慎治 京葉 84 (43、41) 83 徳山 権一 富里 91 (47、44)

市田 雅亮 袖ヶ浦 76 (37、39) 安藤 秀二 浜野 84 (43、41) 伊澤 喜久男 東千葉 91 (45、46)

久能 大紀 富士チサン 76 (37、39) 長島 洋介 真名 84 (43、41) 千葉 祐典 美浦 91 (43、48)

5 内田 直輝 TEAM KGA ジュニア 77 (42、35) 松下 定弘 カレドニアン 84 (42、42) 86 横塚 信夫 東名厚木 92 (50、42)

小坂 徳郎 江戸崎 77 (41、36) 中村 鎌大 松本 84 (42、42) 指吸 敏彦 麻倉 92 (47、45)

宮内 孝輔 新千葉 77 (39、38) 47 宮崎 星冬 東我孫子 85 (46、39) 土橋 真一 セントラル 92 (45、47)

伊藤 泰良 那須小川 77 (39、38) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 85 (44、41) 89 鈴木 功一 鷹之台 93 (48、45)

9 宮澤 拓夢 長野国際 78 (40、38) 箕手 梓元 マナ 85 (44、41) 笠川 直喜 平川 93 (46、47)

10 橋本 龍一郎 那須小川 79 (42、37) 鶉橋 研治 ロイヤルスター 85 (44、41) 91 齋 和彦 ワンウェイ 94 (51、43)

金子 優将 矢板 79 (41、38) 湯脇 克己 千葉国際 85 (44、41) 川添 有一 東京湾 94 (50、44)

大沼 竜也 ファイブエイト 79 (40、39) 内山 幹冶 新千葉 85 (44、41) 杉井 俊之 新千葉 94 (50、44)

鎌田 宗一郎 栃木県アマ 79 (40、39) 藤原 謙二 鶴舞 85 (43、42) 大辻 順英 総武 94 (47、47)

谷 優太郎 伊勢原 79 (39、40) 金沢 剛純 オーク・ヒルズ 85 (42、43) 95 浜村 光一 袖ヶ浦 95 (52、43)

呉 司聡 那須小川 79 (39、40) 岩冨 凱也 東京五日市 85 (41、44) 佐々木 愁也 水戸レイクス 95 (47、48)

久我 拓也 東北福祉大 79 (39、40) 石川 峻 芦の湖 85 (40、45) 97 大塚 俊昭 袖ヶ浦 96 (49、47)

菅原 和穂 東北福祉大 79 (39、40) 中村 英明 千葉国際 85 (40、45) 平田 芳治 湘南シーサイド 96 (45、51)

富田 雅之 麻倉 79 (38、41) 58 岡 正典 オリムピック 86 (43、43) 99 根本 秀樹 千葉夷隅 97 (50、47)

齊藤 陸 東京湾 79 (37、42) 後藤 浩 JGM セベバレステロス 86 (43、43) 篠崎 明 オーク・ヒルズ 97 (50、47)

20 林 成彦 富士レイクサイド 80 (40、40) 60 岡村 一八 長太郎 87 (43、44) 中野 秀樹 宍戸ヒルズ 97 (46、51)

布施 敬三 袖ヶ浦 80 (39、41) 61 石原 裕士 東千葉 88 (45、43) 102 榎本 善重 湘南シーサイド 98 (52、46)

22 原田 晃 袖ヶ浦 81 (42、39) 伊藤 良輔 土浦 88 (45、43) 石川 弘 湘南シーサイド 98 (48、50)

奥田 堅太郎 JGM セベバレステロス 81 (42、39) 山岸 大 イーグルポイント 88 (45、43) 山本 充 鶴舞 98 (45、53)

工藤 黎 那須小川 81 (41、40) 並木 良充 千葉夷隅 88 (44、44) 105 赤堀 雅行 イーグルポイント 99 (48、51)

松下 宗嗣 カレドニアン 81 (41、40) 高橋 洋 マグレガー 88 (44、44) 106 早川 亮 麻倉 101 (48、53)

岩瀬 光 パ協 81 (41、40) 吉田 智雄 石坂 88 (43、45) 107 森 甚 袖ヶ浦 104 (51、53)

永田 熙雄 太平洋・御殿場 81 (41、40) 平子 尚丈 大相模 88 (43、45) 欠場 西野 耕一郎 袖ヶ浦

角田 卓也 グリーンパーク 81 (40、41) 大堀 直樹 玉造 88 (42、46) 欠場 秋月 顕 セントラル

小澤 玲央 あづみ野 81 (40、41) 古川 雅也 平川 88 (42、46) 欠場 山田 陽太 大厚木

高橋 勲 茨城 81 (39、42) 長井 陽一 袖ヶ浦 88 (40、48) 欠場 熊尾 昌久 鶴舞

31 石坂 友宏 那須小川 82 (42、40) 71 市原 澄彦 イーグルポイント 89 (47、42) 欠場 大山 和則 宍戸ヒルズ

小泉 正樹 新千葉 82 (42、40) 蓑田 克己 袖ヶ浦 89 (46、43) 欠場 川崎 竜児 太平洋・御殿場

早水 保貴 アスレチック 82 (42、40) 鶴町 和久 習志野 89 (46、43) 欠場 白鳥 宏司 袖ヶ浦

馬場 隆成 立教大 82 (42、40) 倉島 保一 真名 89 (46、43) 欠場 窪崎 浩明 東京湾

田村 巌 富士小山 82 (41、41) 布川 義久 袖ヶ浦 89 (45、44)

36 竹下 正彦 JGM セベバレステロス 83 (42、41) 高橋 和久 玉造 89 (44、45)

毛利 元昭 立野クラシック 83 (41、42) 松下 義晴 イーグルポイント 89 (43、46)

水上 晃一 袖ヶ浦 83 (41、42) 鳥濱 伸八 セントラル 89 (42、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 79 岩崎 哲也 鳩山 90 (45、45)

藤田 政嗣 ロイヤルスター 83 (41、42) 中山 康雄 八幡 90 (44、46)

40 三ツ井 雅貴 芙蓉 84 (44、40) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 90 (44、46)

4月18日(金)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第8会場予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース( 7121Yards   Par 72 )


