
会場：

期日：

エントリー： 139名

出場： 137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 斉藤 史晶 関東ジュニア 70 (36、34) 若杉 卓海 櫛形 78 (40、38) 勝又 正浩 東京 82 (43、39) 123 榎本 涼平 鷹 87 (47、40)

2 石井 魁人 関東アマ 70 (35、35) 若杉 育海 櫛形 78 (39、39) 木下 輝洋 皐月･佐野 82 (42、40) 船越 秀人 芳賀 87 (46、41)

3 吉田 心 日本大 72 (38、34) 目黒 学 日本海 78 (39、39) 宮下 恵 万木城 82 (42、40) 下畑 信雄 長野県ゴルフ協会 87 (43、44)

中島 啓太 那須小川 72 (37、35) 宮本 清 高坂 78 (39、39) 木村 正伸 伊香保GC・岡崎城 82 (42、40) 星野 一 甲斐駒 87 (42、45)

5 柴田 博文 ザ・レイクス 73 (39、34) 田中 孝幸 佐久平 78 (38、40) 松原 満 群馬県ゴルフ連盟 82 (42、40) 大神田 巧 河口湖 87 (42、45)

満留 一瑳 美浦 73 (37、36) 西片 太一 埼玉国際 78 (38、40) 星野 節二 長岡 82 (42、40) 128 伊藤 博通 神奈川 88 (48、40)

木庭 輝 那須小川 73 (36、37) 柿岡 啓介 習志野 78 (38、40) 遠藤 一生 東京五日市 82 (42、40) 渡邊 晃 オリムピック 88 (41、47)

半田 匠佳 杉ノ郷 73 (36、37) 48 北山 健太郎 ラインヒル 79 (42、37) 梅澤 吉朗 初穂 82 (41、41) 樋口 新吾 越生 88 (41、47)

谷 豪 ユニオンエース 73 (36、37) 橋本 竜摩 太田双葉 79 (41、38) 市村 優 石地シーサイド 82 (41、41) 131 高橋 一誠 岡部チサン 89 (47、42)

10 長澤 奨 山梨県アマ 74 (39、35) 齋藤 太稀 胎内高原 79 (40、39) 斉野 恵康 GMG八王子 82 (41、41) 三橋 好文 東千葉 89 (44、45)

川岸 滉平 ファイブエイト 74 (38、36) 榎本 幸和 オリムピック 79 (40、39) 谷口 嵩聡 鹿沼72 82 (41、41) 133 浅田 忍 長岡 90 (42、48)

木村 利治 水戸グリーン 74 (37、37) 高村 保 姉ヶ崎 79 (39、40) 関 徹也 赤城国際 82 (41、41) 134 清水 邦彦 米山水源 91 (45、46)

清水 優太 東京五日市 74 (36、38) 榊田 剛 青梅 79 (39、40) 猿山 隆二 カレドニアン 82 (41、41) 135 島田 康司 都留 94 (53、41)

川上 優大 東京五日市 74 (35、39) 良川 卓也 塩原 79 (39、40) 中里 匡良 大相模 82 (41、41) 136 新倉 浩二 大厚木 96 (48、48)

15 関澤 誠 ツインレイクス 75 (39、36) 水崎 奎太 穂高 79 (39、40) 新村 駿 穂高 82 (40、42) 失格 落合 卓 長瀞

渡辺 泰一郎 日本海 75 (39、36) 呉 英彪 櫛形 79 (39、40) 荒井 陸 鹿沼72 82 (40、42) 欠場 金 智宇 関東アマ

高橋 慧 鹿沼72 75 (39、36) 阿部 逸朗 日高 79 (39、40) 98 加藤 政和 東京五日市 83 (44、39) 欠場 広井 智一 廣済堂埼玉

小林 浩之 諏訪湖 75 (39、36) 和田 博 東京五日市 79 (38、41) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 83 (44、39)

田村 敏明 小千谷 75 (38、37) 塚本 大輝 東京五日市 79 (38、41) 梯 輝大 龍ヶ崎 83 (43、40)

鈴木 優也 津久井湖 75 (38、37) 伊藤 優太 東京五日市 79 (37、42) 新村 廉 穂高 83 (43、40)

山本 太郎 日本大 75 (37、38) 61 石井 亜門 日本体育大 80 (44、36) 白浜 茂靖 オリムピック 83 (41、42)

阿久津 未来也 ファイブエイト 75 (37、38) 山口 留以 富士箱根 80 (43、37) 石原 慎也 岡部チサン 83 (40、43)

大塚 大樹 那須小川 75 (34、41) 松井 源太 越後 80 (42、38) 104 吉岡 進 廣済堂埼玉 84 (45、39)

24 岡田 睦広 レーサム 76 (41、35) 元木 努 多摩 80 (41、39) 見田 和也 イーストヒル 84 (45、39)

鈴木 祥一郎 関東ジュニア 76 (40、36) 西村 真太郎 南摩城 80 (41、39) 和田 司郎 甲斐駒 84 (41、43)

有賀 正起 伊香保国際 76 (39、37) 前田 男 岡部チサン 80 (40、40) 中野 幹生 東京五日市 84 (41、43)

宮下 雄一 浜野 76 (38、38) 勝俣 陵 玉川 80 (40、40) 武藤 崇 春日居 84 (38、46)

松村 本盛 ファイブエイト 76 (36、40) 小川 詠次郎 那須小川 80 (38、42) 109 六本木 将嘉 伊香保GC・岡崎城 85 (45、40)

早乙女 剛史 皐月･佐野 76 (36、40) 高倍 淳一 東京五日市 80 (38、42) 油井 和幸 ヴィンテージ 85 (45、40)

30 岸 一貴 法政大 77 (41、36) 70 小林 康春 藤岡 81 (42、39) 鈴木 秀幸 鹿沼 85 (43、42)

阿部 祐希 大新潟・出雲崎 77 (40、37) 林 侃汰朗 櫛形 81 (41、40) 高橋 晋伸輔 関東国際 85 (42、43)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 島田 青葉 十日町 81 (41、40) 嶋田 憲人 青梅 85 (42、43)

荒澤 祐太 ヨネックス 77 (39、38) 鈴木 史敏 十日町 81 (41、40) 船橋 数晃 岡部チサン 85 (42、43)

河本 剛 ギャツビイ 77 (39、38) 神戸 誠 太田双葉 81 (40、41) 竹田 駿樹 東京国際大 85 (42、43)

浅賀 勇太 東京五日市 77 (39、38) 沼田 凌 鹿沼72 81 (40、41) 高山 貢 石坂 85 (42、43)

小川 遼太郎 パ協 77 (39、38) 佐藤 大裕 イーストヒル 81 (40、41) 恩田 拓哉 鹿沼72 85 (42、43)

守屋 満 上野原 77 (37、40) 深澤 直貴 宇都宮 81 (40、41) 新藤 冴 クリスタル 85 (41、44)

神谷 優太 パ協 77 (36、41) 長谷川 楓弥 駒澤大 81 (39、42) 伊藤 幸信 入間 85 (41、44)

38 牧長 一喜 千葉国際 78 (41、37) 宮下 昌俊 松本 81 (39、42) 120 高見澤 稜 佐久平 86 (44、42)

酒井 柾輝 扶桑 78 (41、37) 80 大家 光世 越後 82 (45、37) 吉田 勉 八王子 86 (43、43)

大関 翔 関東アマ 78 (40、38) 岩沢 一輝 神奈川 82 (43、39) 岡田 光史 嵐山 86 (43、43)

5月12日(月)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会

嵐山カントリークラブ( 6778Yards   Par 72 )


