
会場：

期日：
エントリー： 56名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 林 侃汰朗 櫛形 73 (36、37) 41 白濱 秀樹 長岡 91 (46、45)

荒澤 祐太 ヨネックス 73 (35、38) 戸松 彰 中条 91 (43、48)

3 鈴木 秀幸 鹿沼 75 (39、36) 藤田 高彦 妙高 91 (40、51)

4 六本木 将嘉 伊香保GC・岡崎城 76 (38、38) 44 保坂 恭久 十日町 92 (49、43)

5 佐藤 大裕 イーストヒル 77 (34、43) 竹田 裕司 妙高 92 (46、46)

6 渡辺 泰一郎 日本海 78 (38、40) 渡辺 清明 笹神五頭 92 (46、46)

見田 和也 イーストヒル 78 (37、41) 島田 修 松ヶ峯 92 (46、46)

8 清水 邦彦 米山水源 79 (41、38) 池田 慶一 十日町 92 (45、47)

目黒 学 日本海 79 (40、39) 49 丸田 純 中峰 93 (49、44)

高橋 慧 鹿沼72 79 (40、39) 本間 義和 中条 93 (46、47)

田村 敏明 小千谷 79 (39、40) 51 田中 寿幸 イーストヒル 94 (45、49)

齋藤 太稀 胎内高原 79 (37、42) 52 金子 義明 長岡 95 (47、48)

13 星野 節二 長岡 81 (42、39) 53 榎並 雪彦 草津 97 (46、51)

船越 秀人 芳賀 81 (40、41) 54 林 延安 イーストヒル 98 (48、50)

松井 源太 越後 81 (39、42) 欠場 丸田 寛之 中峰

16 大家 光世 越後 82 (41、41) 欠場 鈴木 光夫 妙高高原

浅田 忍 長岡 82 (41、41)

市村 優 石地シーサイド 82 (41、41)

- 以 上、 予 選 通 過 －

上村 努 東筑波 82 (39、43)

20 川端 和憲 小千谷 83 (43、40)

新田 鐘大 妙高 83 (43、40)

波方 孝 越後 83 (41、42)

佐藤 由之 米山水源 83 (40、43)

北村 和秋 石地シーサイド 83 (40、43)

渡辺 悠斗 笹神五頭 83 (39、44)

26 桜井 龍之介 グリーンヒル長岡 84 (40、44)

浅妻 康宏 紫雲 84 (39、45)

岡田 将虎 石地シーサイド 84 (39、45)

29 徳山 太一 佐久平 85 (45、40)

水戸 颯 フォレスト 85 (38、47)

31 猪股 充拡 糸魚川 86 (43、43)

32 小原 久仁視 穂高 87 (45、42)

佐藤 秀明 小千谷 87 (44、43)

吉原 博 長岡 87 (43、44)

35 長谷川 剛広 石地シーサイド 88 (46、42)

柏原 弘信 穂高 88 (46、42)

小山 宏充 佐久平 88 (44、44)

津野 樹志 中条 88 (43、45)

39 石塚 堅介 十日町 89 (44、45)

40 梅澤 清行 糸魚川 90 (40、50)

4月15日(火)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第10会場予選競技

米山水源カントリークラブ( 6787Yards   Par 72 )


