
会場：

期日：

エントリー： 142名

出場： 131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 吉田 心 日本大 72 (40、32) 若杉 卓海 櫛形 83 (43、40) 志渡 智宏 平塚富士見 87 (43、44) 123 上村 岩男 越生 100 (50、50)

2 和田 司郎 甲斐駒 74 (39、35) 油井 和幸 ヴィンテージ 83 (42、41) 澤越 博幸 武蔵野 87 (43、44) 124 吉成 新一 さいたま梨花 101 (52、49)

石井 亜門 日本体育大 74 (36、38) 白浜 茂靖 オリムピック 83 (42、41) 84 箕輪 進 東京よみうり 88 (47、41) 125 藤田 憲一 宍戸ヒルズ 102 (54、48)

4 和田 博 東京五日市 75 (38、37) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 83 (41、42) 萩原 篤博 箱根 88 (46、42) 失格 佐藤 隆 春日居

鈴木 優也 津久井湖 75 (37、38) 46 島田 康司 都留 84 (45、39) 福村 祐人 那須小川 88 (45、43) 失格 細田 忠司 オリムピック

山本 太郎 日本大 75 (37、38) 伊藤 博通 神奈川 84 (45、39) 田邉 光男 飯能 88 (45、43) 失格 小川 晃一 東京国際

榎本 幸和 オリムピック 75 (37、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 細谷 祐生 赤城 88 (45、43) 棄権 博山 守 清川

8 松原 満 群馬県ゴルフ連盟 76 (39、37) 鈴木 昌弥 津久井湖 84 (44、40) 山内 義昭 ベルエア 88 (41、47) 棄権 田中 一郎 メイプルポイント

9 柿岡 啓介 習志野 77 (39、38) 松本 正人 浦和 84 (44、40) 90 長谷川 主一 オリムピック 89 (47、42) 棄権 藤田 英之 青梅

宮下 恵 万木城 77 (38、39) 島村 敏 八王子 84 (43、41) 染宮 慶 東北福祉大 89 (41、48) 欠場 川原 和哉 府中

吉岡 進 廣済堂埼玉 77 (38、39) 森崎 豪 津久井湖 84 (43、41) 92 細野 正明 相武 90 (48、42) 欠場 中島 雄一 越生

河本 剛 ギャツビイ 77 (37、40) 生 和男 津久井湖 84 (41、43) 大木 勝博 東京カントリー 90 (46、44) 欠場 鳥山 剛 鹿島の杜

13 高倍 淳一 東京五日市 78 (42、36) 53 福田 隆志 東京湾 85 (49、36) 蓮 大祐 東名厚木 90 (45、45) 欠場 窪田 哲郎 八王子

岩沢 一輝 神奈川 78 (41、37) 小荒井 秀晃 大厚木 85 (46、39) 辺土名 芳彦 富里 90 (43、47) 欠場 和田 雅英 東京五日市

清水 優太 東京五日市 78 (41、37) 小口 貴彦 諏訪レイクヒル 85 (46、39) 96 新井 匠 秋山 91 (50、41) 欠場 青木 剛 豊岡国際

呉 英彪 櫛形 78 (40、38) 田中 照美 エーデルワイス 85 (43、42) 大津 仁利 都留 91 (46、45) 欠場 安藤 功一 大相模

守屋 満 上野原 78 (39、39) 伊沢 裕 中央道晴ヶ峰 85 (43、42) 長浜 浄 相模野 91 (45、46) 欠場 清水 慎一郎 河口湖

若杉 育海 櫛形 78 (37、41) 横山 佳和 東京よみうり 85 (43、42) 浜出 達弥 オリムピック 91 (45、46) 欠場 鈴木 隆之 平川

19 岸 一貴 法政大 79 (40、39) 細野 敏彦 武蔵野 85 (42、43) 春名 和彦 上野原 91 (44、47) 欠場 安達 光宣 リバー富士

下畑 信雄 長野県ゴルフ協会 79 (40、39) 渡辺 昭男 富士チサン 85 (42、43) 101 晝間 隆広 平塚富士見 92 (50、42) 欠場 山口 雅行 オリムピック

21 梯 輝大 龍ヶ崎 80 (42、38) 中原 正人 大相模 85 (42、43) 加部 嗣男 東名 92 (49、43)

高山 貢 石坂 80 (41、39) 杉山 倫久 平塚富士見 85 (42、43) 伊野 隆信 上野原 92 (48、44)

猿山 隆二 カレドニアン 80 (40、40) 63 水池 祐 フレンドシップ 86 (45、41) 福田 聡 エーデルワイス 92 (48、44)

岡田 睦広 レーサム 80 (38、42) 大久保 訓 浦和 86 (45、41) 菊地 香 エーデルワイス 92 (46、46)

25 塚本 大輝 東京五日市 81 (44、37) 衣笠 洋司 カレドニアン 86 (45、41) 土田 恭章 藤岡 92 (46、46)

星野 一 甲斐駒 81 (43、38) 池田 陽介 武蔵 86 (45、41) 高橋 信一 成田GC 92 (44、48)

広井 智一 廣済堂埼玉 81 (42、39) 丸山 勇人 相模湖 86 (44、42) 108 田中 義仁 相模湖 93 (50、43)

牧長 一喜 千葉国際 81 (41、40) 鈴木 崇仁 相模野 86 (43、43) 植原 大作 富里 93 (49、44)

29 高橋 晋伸輔 関東国際 82 (45、37) 片桐 英憲 都 86 (42、44) 広瀬 貴一 春日居 93 (48、45)

川上 優大 東京五日市 82 (43、39) 清水 圭 神奈川 86 (42、44) 角 徳文 平川 93 (47、46)

谷 豪 ユニオンエース 82 (42、40) 出浦 功 オリムピック 86 (41、45) 112 星野 誠 GMG八王子 94 (52、42)

武藤 崇 春日居 82 (42、40) 川原 修 富士箱根 86 (41、45) 山崎 健 都留 94 (50、44)

中里 匡良 大相模 82 (42、40) 三ツ木 隆之 東京五日市 86 (41、45) 永山 守 武蔵野 94 (46、48)

嶋田 憲人 青梅 82 (42、40) 74 若林 彰 リバー富士 87 (46、41) 矢崎 今朝人 富士チサン 94 (46、48)

梅澤 吉朗 初穂 82 (42、40) 川上 猛鳴 東京五日市 87 (46、41) 古川 孝蔵 上総モナーク 94 (46、48)

吉田 勉 八王子 82 (41、41) 安藤 謙一郎 八王子 87 (46、41) 賀川 啓明 凾南 94 (45、49)

小林 康春 藤岡 82 (41、41) 塩谷 孝光 清川 87 (45、42) 118 猪股 直人 東京国際 95 (51、44)

大神田 巧 河口湖 82 (41、41) 大場 邦夫 大相模 87 (45、42) 安部 修吾 東京五日市 95 (49、46)

39 渡邊 晃 オリムピック 83 (44、39) 清水 正一 青梅 87 (43、44) 金子 宏治 大相模 95 (48、47)

新倉 浩二 大厚木 83 (43、40) 小野寺 都志一 宍戸ヒルズ 87 (43、44) 濱田 正行 清川 95 (43、52)

榊田 剛 青梅 83 (43、40) 井上 信明 小田原･日動御殿場 87 (43、44) 122 榎本 和正 メイプルポイント 99 (54、45)

4月18日(金)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第12会場予選競技

八王子カントリークラブ( 6575Yards   Par 72 )


