
会場：

期日：

エントリー： 159名

出場： 156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 隼人 鹿沼72 71 (34、37) 大沼 竜也 ファイブエイト 78 (41、37) 齋藤 瑞己 那須小川 81 (43、38) 小宮 太一 花生 84 (40、44)

2 石坂 友宏 那須小川 72 (38、34) 岩堀 眞規 カレドニアン 78 (41、37) 篠﨑 嘉音 笹神五頭 81 (42、39) 中本 光 猿島 84 (39、45)

松井 弘樹 パ協 72 (35、37) 伊藤 泰良 那須小川 78 (41、37) 高橋 勲 茨城 81 (42、39) 125 小澤 玲央 あづみ野 85 (46、39)

勝亦 悠斗 南富士 72 (35、37) 菅原 和穂 東北福祉大 78 (41、37) 内田 直輝 TEAM KGA ジュニア 81 (42、39) 八木沢 駿介 矢板 85 (42、43)

5 磯 佑太 塩原 73 (38、35) 小坂 徳郎 江戸崎 78 (40、38) 高村 和央 富士箱根 81 (42、39) 東 紘平 神奈川 85 (41、44)

須長 雄介 甲斐ヒルズ 73 (36、37) 河野 将人 明治大 78 (39、39) 広田 文雄 長野 81 (41、40) 野田 健二朗 葉山国際 85 (41、44)

山岡 成稔 日本大 73 (36、37) 關橋 光一 飯能グリーン 78 (39、39) 武藤 永男 相模原 81 (41、40) 川渕 秀徳 房総 85 (40、45)

8 小岩井 亮輔 東北福祉大 74 (38、36) 柘植野 徹 ファイブエイト 78 (38、40) 一ノ瀬 秀都 矢板 81 (41、40) 秋山 智正 トムソン ナショナル 85 (40、45)

金子 優将 矢板 74 (37、37) 島本 大詩 鹿沼 78 (38、40) 梅澤 武彦 相模原 81 (41、40) 131 光山 富夫 横浜 86 (45、41)

高橋 薫 高坂 74 (37、37) 水上 晃男 袖ヶ浦 78 (38、40) 島路 清惠 横浜 81 (41、40) 笠原 悠揮 城西大 86 (45、41)

高山 恵輔 石坂 74 (36、38) 久我 拓也 東北福祉大 78 (37、41) 緑川 貴大 葉山国際 81 (39、42) 原 克宣 小田原･松田 86 (43、43)

12 山本 雄太 鹿沼72 75 (39、36) 長谷川 望 水戸グリーン 78 (37、41) 久能 大紀 富士チサン 81 (38、43) 工藤 黎 那須小川 86 (43、43)

藤本 翔 日本大 75 (38、37) 森山 友貴 太平洋・御殿場 78 (36、42) 94 日比生 賢一 武蔵 82 (42、40) 奥田 堅太郎 JGM セベバレステロス 86 (41、45)

伴 大樹 美浦 75 (37、38) 太田 再勇 大相模 78 (36、42) 平本 達哉 相模原 82 (42、40) 毛利 元昭 立野クラシック 86 (41、45)

坂本 雄介 ニュー・セントアンドリュース 75 (37、38) 55 前田 正雄 岡部チサン 79 (40、39) 小泉 正樹 新千葉 82 (41、41) 羽鳥 賢次 秋山 86 (41、45)

富田 雅之 麻倉 75 (36、39) 芳崎 陽紀 TEAM KGA ジュニア 79 (40、39) 徳嶽 太 伊勢原 82 (41、41) 138 水島 清 鴻巣 87 (44、43)

野呂 涼 長太郎 75 (36、39) 大城 幹太 鹿沼72 79 (39、40) 荒井 建次 寄居 82 (41、41) 栗永 遼 日本体育大 87 (43、44)

須藤 啓太 関東アマ 75 (36、39) 金村 利光 茨城 79 (39、40) 新実 大輔 中央学院大 82 (41、41) 村山 浩伸 エーデルワイス 87 (41、46)

土門 英司 川越 75 (36、39) 早水 保貴 アスレチック 79 (39、40) 山口 善久 太平洋・御殿場 82 (40、42) 石丸 雄大 鴻巣 87 (40、47)

津田 雄司 東北福祉大 75 (35、40) 鶴見 大樹 セゴビア 79 (39、40) 岩波 肇 甲府国際 82 (40、42) 142 小澤 広之 大厚木 88 (49、39)

大野 達朗 武蔵 75 (35、40) 浅野 正太郎 日本大 79 (38、41) 廣田 剛士 葉山国際 82 (40、42) 竹下 正彦 JGM セベバレステロス 88 (44、44)

宮内 孝輔 新千葉 75 (35、40) 須山 祐介 矢板 79 (38、41) 黒田 隆雅 東京国際 82 (40、42) 河邉 博和 中津川 88 (43、45)

照沼 恭平 大平台 75 (34、41) 勝田 兵吉 箱根 79 (38、41) 山本 二朗 相模原 82 (40、42) 田村 巌 富士小山 88 (41、47)

長倉 聖弥 鹿沼72 75 (34、41) 長田 潤 三井の森蓼科 79 (37、42) 山田 祥暉 東京五日市 82 (40、42) 146 堀井 慎也 上総モナーク 89 (45、44)

25 松下 宗嗣 カレドニアン 76 (38、38) 65 山田 豊 寄居 80 (42、38) 中川 拓麻 彩の森 82 (40、42) 小澤 和夫 横浜 89 (40、49)

坂輪 成章 平川 76 (38、38) 阪根 竜之介 カレドニアン 80 (41、39) 久田 謙 武蔵 82 (39、43) 148 時田 聖也 那須小川 90 (43、47)

笠原 瑞城 彩の森 76 (38、38) 水上 晃一 袖ヶ浦 80 (41、39) 宮澤 拓夢 長野国際 82 (39、43) 林 成彦 富士レイクサイド 90 (43、47)

百目鬼 光紀 鹿沼72 76 (37、39) 岩瀬 光 パ協 80 (41、39) 廣部 清隆 館山 82 (38、44) 150 樋田 真 横浜 91 (45、46)

森久保 剛 津久井湖 76 (37、39) 呉 司聡 那須小川 80 (40、40) 室井 大我 パ協 82 (38、44) 杉浦 一 富士チサン 91 (42、49)

齊藤 陸 東京湾 76 (37、39) 秋元 嘉夫 レインボー 80 (40、40) 111 布施 敬三 袖ヶ浦 83 (45、38) 152 永井 宏 相模野 92 (45、47)

澤田 信弘 茨城 76 (36、40) 坪井 浩一 相模原 80 (40、40) 松永 武士 サンヒルズ 83 (43、40) 153 深沢 浩 横浜 94 (48、46)

32 平本 世中 東名厚木 77 (41、36) 星 尚弥 中央学院大 80 (40、40) 沼田 祐貴 東京国際大 83 (42、41) 154 平井 宏房 伊豆にらやま 99 (53、46)

谷 優太郎 伊勢原 77 (40、37) 堤 健太朗 川越グリーン 80 (40、40) 鈴木 淳一 横浜 83 (42、41) 棄権 野口 正和 鷹

原田 晃 袖ヶ浦 77 (39、38) 永田 熙雄 太平洋・御殿場 80 (40、40) 三好 一成 習志野 83 (41、42) 棄権 勝又 英文 朝霧ジャンボリー

鎌田 宗一郎 栃木県アマ 77 (39、38) 市田 雅亮 袖ヶ浦 80 (40、40) 角田 卓也 グリーンパーク 83 (37、46) 欠場 藤城 拓也 ディアレイク

- 以 上、 決 勝 進 出 － 倉片 優 武蔵 80 (39、41) 117 伊藤 博一 富士箱根 84 (44、40) 欠場 苗村 哲哉 リバーサイドフェニックス

木下 幸一 霞ヶ関 77 (39、38) 橋本 龍一郎 那須小川 80 (39、41) 渡部 隆夫 鴻巣 84 (43、41) 欠場 鈴木 正剛 横浜

鈴木 理央 ユニオンエース 77 (37、40) 吉澤 一瑠 那須小川 80 (38、42) 陶 章司 常陽 84 (42、42)

吉田 歩生 佐原 77 (37、40) 杉山 悠司 皐月･佐野 80 (38、42) 早川 友己 メイプルポイント 84 (41、43)

福田 亮太 東千葉 77 (37、40) 瀬口 直嗣 東千葉 80 (37、43) 吉本 壽宏 武蔵 84 (40、44)

40 宇波 慎司 神奈川 78 (41、37) 81 馬場 隆成 立教大 81 (43、38) 林 恭平 TEAM KGA ジュニア 84 (40、44)

5月16日(金)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

武蔵カントリークラブ・豊岡コース( 6838Yards   Par 72 )


