
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 152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 淳一 横浜 73 (37、36) 東 紘平 神奈川 80 (38、42) 鹿島 康裕 相模原 84 (40、44) 岩田 和広 小田原･松田 89 (44、45)

2 笠原 瑞城 彩の森 74 (37、37) 吉本 壽宏 武蔵 80 (38、42) 渡辺 裕史 オリムピック 84 (39、45) 服部 光宏 アバイディング 89 (43、46)

瀬口 直嗣 東千葉 74 (37、37) 原 克宣 小田原･松田 80 (37、43) 84 北牧 裕幸 長岡 85 (45、40) 125 佐藤 幸浩 鶴舞 90 (46、44)

大野 達朗 武蔵 74 (37、37) 芳崎 陽紀 TEAM KGA ジュニア 80 (37、43) 帰山 雄輔 総武 85 (43、42) 瀬野 将史 明治大 90 (45、45)

阪根 竜之介 カレドニアン 74 (35、39) 山田 豊 寄居 80 (37、43) 中井 信吾 伊豆にらやま 85 (43、42) 岡部 寛之 東海大 90 (44、46)

6 河邉 博和 中津川 75 (40、35) 47 沼田 祐貴 東京国際大 81 (41、40) 田中 雄三 相模原 85 (42、43) 渡部 良 東京五日市 90 (44、46)

永井 宏 相模野 75 (37、38) 平井 宏房 伊豆にらやま 81 (41、40) 佐居 承緒 横浜 85 (42、43) 林 一夫 川越 90 (44、46)

河野 将人 明治大 75 (35、40) 勝田 兵吉 箱根 81 (40、41) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 85 (42、43) 中澤 誠 大相模 90 (44、46)

9 久田 謙 武蔵 76 (39、37) 倉片 優 武蔵 81 (40、41) 佐藤 礼弥 川越 85 (41、44) 小山 進一 東名 90 (42、48)

伊藤 博一 富士箱根 76 (38、38) 深沢 浩 横浜 81 (39、42) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 85 (41、44) 132 佐々木 賢 ワンウェイ 91 (47、44)

新実 大輔 中央学院大 76 (37、39) 三好 一成 習志野 81 (39、42) 中村 由一郎 鶴舞 85 (41、44) 木下 勇人 東千葉 91 (46、45)

坪井 浩一 相模原 76 (37、39) 53 山口 善久 太平洋・御殿場 82 (43、39) 野口 兼一 富士御殿場 85 (41、44) 和泉 満 ロイヤルスター 91 (44、47)

平本 達哉 相模原 76 (35、41) - 以 上、 予 選 通 過 － 松谷 英樹 鶴舞 85 (40、45) 135 山下 富生 東京湾 92 (46、46)

14 土門 英司 川越 77 (41、36) 福田 幸雄 鷹彦スリー 82 (43、39) 佐藤 康弘 横浜 85 (40、45) 安齊 雅之 秦野 92 (46、46)

樋田 真 横浜 77 (40、37) 岡本 政三 ロイヤルスター 82 (42、40) 佐々木 政一 きみさらず 85 (40、45) 古田 宗俊 京 92 (45、47)

太田 再勇 大相模 77 (38、39) 河原 弘和 南富士 82 (42、40) 97 竹内 正己 川越 86 (45、41) 萩野 邦宏 皐月･佐野 92 (45、47)

武藤 永男 相模原 77 (37、40) 辻野 寛次 越生 82 (42、40) 山口 征郎 横浜 86 (44、42) 中島 栄治 下秋間 92 (43、49)

18 鈴木 正剛 横浜 78 (42、36) 長谷川 洋 武蔵 82 (41、41) 金子 憲三 緑野 86 (41、45) 140 紀井 義弘 横浜 93 (43、50)

長倉 聖弥 鹿沼72 78 (40、38) 田中 耕介 袖ヶ浦 82 (40、42) 釜谷 正宏 富士小山 86 (41、45) 141 佐藤 直基 多摩 94 (45、49)

島路 清惠 横浜 78 (40、38) 中村 誠 横浜 82 (40、42) 101 茂呂 和久 鷹之台 87 (46、41) 142 呂 正仁 横浜 97 (48、49)

廣部 清隆 館山 78 (39、39) 秋山 定俊 相模原 82 (40、42) 戸頃 文明 千葉夷隅 87 (45、42) 143 野堀 久司 東京国際 98 (48、50)

緑川 貴大 葉山国際 78 (39、39) 大坪 誠 横浜 82 (38、44) 岡田 章二 横浜 87 (43、44) 144 澤田 国之 南富士 99 (49、50)

早川 友己 メイプルポイント 78 (38、40) 63 明石 太郎 湘南シーサイド 83 (46、37) 斉藤 旬 南富士 87 (43、44) 145 岡田 正毅 富士 100 (50、50)

廣田 剛士 葉山国際 78 (38、40) 横川 竜希 東名 83 (44、39) 薗田 光史 東名 87 (41、46) 146 中井 篤史 富士レイクサイド 102 (55、47)

25 森久保 剛 津久井湖 79 (40、39) 安藤 英俊 東名 83 (44、39) 野村 卓洋 平塚富士見 87 (41、46) 勝本 清一 秦野 102 (52、50)

勝又 英文 朝霧ジャンボリー 79 (40、39) 山内 聡 ギャツビイ 83 (44、39) 小林 正尚 レインボー 87 (40、47) 失格 池之上 透 東ノ宮

山本 二朗 相模原 79 (40、39) 三堀 浩司 横浜 83 (43、40) 108 奥山 晃男 東京湾 88 (45、43) 棄権 荒川 慶量 サザンクロス

野田 健二朗 葉山国際 79 (39、40) 柳澤 達哉 戸塚 83 (42、41) 森田 治夫 武蔵 88 (45、43) 棄権 河原 敬士 秦野

中本 光 猿島 79 (39、40) 前山 正隆 富士小山 83 (42、41) 安部 景一 川越 88 (44、44) 棄権 菊島 浩二 平塚富士見

小澤 和夫 横浜 79 (39、40) 野村 幸晴 東京よみうり 83 (42、41) 宇留賀 辰也 相模野 88 (44、44) 棄権 奥村 康徳 千葉

須山 祐介 矢板 79 (39、40) 大場 歓 埼玉国際 83 (41、42) 吉田 章 戸塚 88 (43、45) 欠場 林 哲也 東名厚木

堀井 慎也 上総モナーク 79 (38、41) 籠手田 安朗 大厚木 83 (41、42) 笊畑 浩樹 ブリック＆ウッド 88 (43、45) 欠場 森 健太郎 横浜

小澤 広之 大厚木 79 (38、41) 福井 達理 富士小山 83 (41、42) 高原 康年 セントラル 88 (42、46) 欠場 山田 直紀 小田原･松田

日比生 賢一 武蔵 79 (37、42) 川越 一久 東ノ宮 83 (40、43) 星野 吉計 都 88 (41、47) 欠場 竹内 雅一 寄居

35 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 80 (43、37) 75 成田 寛之 小田原･松田 84 (44、40) 116 高木 歩 ブリック＆ウッド 89 (47、42) 欠場 柳下 俊明 平塚富士見

笠原 悠揮 城西大 80 (41、39) 田村 次郎 那須小川 84 (43、41) 益山 幹治 伊豆にらやま 89 (47、42) 欠場 向後 実洋 東名厚木

高村 和央 富士箱根 80 (41、39) 中村 彰宏 横浜 84 (43、41) 岡田 裕幸 メイプルポイント 89 (46、43) 欠場 義山 光浩 青梅

小宮 太一 花生 80 (40、40) 谷口 徹 大相模 84 (43、41) 榎本 愼一 寄居 89 (46、43) 欠場 小原 秀文 ワンウェイ

梅澤 武彦 相模原 80 (40、40) 大谷 裕一郎 小田原湯本 84 (42、42) 鈴木 剛 寄居 89 (46、43)

秋元 嘉夫 レインボー 80 (40、40) 森 一郎 武蔵 84 (41、43) 三上 賢太郎 葉山国際 89 (45、44)

金村 利光 茨城 80 (39、41) 大沼 祐介 習志野 84 (40、44) 和田 稔 都留 89 (44、45)

4月22日(火)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

横浜カントリークラブ・西コース( 6790Yards   Par 72 )


