
会場：

期日：

エントリー： 158名

出場： 147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 高野 欣也 成田東 74 (37、37) 樋口 隆夫 南総 82 (42、40) 片岡 弘幸 上総モナーク 85 (43、42) 123 志水 政則 房総 91 (47、44)

2 正野 有道 小田原･松田 75 (35、40) 石山 博明 姉ヶ崎 82 (42、40) 本山 雄一郎 カレドニアン 85 (43、42) 長谷川 太郎 平川 91 (47、44)

大岩 龍一 関東ジュニア 75 (35、40) 早川 守 セゴビア 82 (41、41) 相原 諒哉 那須小川 85 (42、43) 速水 浩二 府中 91 (45、46)

4 山田 大晟 東名厚木 76 (40、36) 今井 正岳 霞台 82 (41、41) 小松 裕 太平洋・御殿場 85 (40、45) 126 伊藤 泰樹 千葉新日本 92 (49、43)

村上 拓海 スカイウェイ 76 (36、40) 米澤 龍太郎 大利根 82 (41、41) 小林 祐介 東千葉 85 (40、45) 渡邉 一正 戸塚 92 (49、43)

6 清田 大輔 セントラル 77 (40、37) 渡辺 基成 小田原･松田 82 (41、41) 87 綛田 隆介 東海大 86 (45、41) 波多野 直樹 東千葉 92 (47、45)

鈴木 海斗 館山 77 (40、37) 鈴木 康友 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (40、42) 梅澤 英行 我孫子 86 (44、42) 村松 薫 カレドニアン 92 (44、48)

鈴木 正樹 キングフィールズ 77 (39、38) 小林 宏輔 我孫子 82 (40、42) 臼井 誠 我孫子 86 (44、42) 村上 雅一 総武 92 (44、48)

坂巻 稜也 かずさ 77 (39、38) 安室 伸一 キングフィールズ 82 (40、42) 和田 敏郎 東千葉 86 (43、43) 131 齊藤 健治 南総 93 (51、42)

河野 淳一 袖ヶ浦 77 (39、38) 佐久間 隼人 小田原･日動御殿場 82 (39、43) 津村 竜浩 日高 86 (43、43) 132 斉藤 正人 南総 94 (47、47)

杉山 和正 大利根 77 (38、39) 細谷 朋生 TEAM KGA ジュニア 82 (38、44) 岩橋 和輝 大厚木 86 (43、43) 133 善田 正幸 千葉新日本 95 (44、51)

上迫 友貴 太平洋・御殿場 77 (38、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 西野 英司 キングフィールズ 86 (42、44) 134 石黒 裕昭 カナリヤガーデン 96 (46、50)

荒木 優太朗 法政大 77 (37、40) 53 川上 恭弘 我孫子 83 (45、38) 秋山 大 キングフィールズ 86 (42、44) 黒田 真彦 京 96 (45、51)

14 圓田 龍之介 スカイウェイ 78 (41、37) 久保田 正樹 鶴舞 83 (44、39) 谷村 朋昭 中山 86 (42、44) 福田 大介 岩瀬桜川 96 (44、52)

上野 一樹 伊豆国際 78 (39、39) 高橋 正紀 千葉国際 83 (44、39) 千村 真之介 成田東 86 (41、45) 山口 祐一郎 木更津 96 (44、52)

手塚 辰弥 南総 78 (39、39) 宮下 宜嗣 グレンオークス 83 (42、41) 吉田 潔 鎌ヶ谷 86 (40、46) 138 大石 哲 成田ハイツリー 97 (52、45)

佐々木 康夫 鶴舞 78 (39、39) 岩橋 史弥 大厚木 83 (42、41) 98 芝田 進弘 麻倉 87 (45、42) 仲森 良樹 房総 97 (47、50)

本木 敦登 那須小川 78 (37、41) 藤本 鎮 ワンウェイ 83 (42、41) 鈴木 幸司 メイプルポイント 87 (45、42) 140 後藤 好孝 房総 98 (49、49)

秦 翔一 中央学院大 78 (36、42) 松尾 慎之介 専修大 83 (42、41) 佐藤 雄紀 マグレガー 87 (44、43) 141 井上 盛夫 メイプルポイント 105 (51、54)

20 丁 志優 那須小川 79 (41、38) 蛯原 潤 我孫子 83 (42、41) 荻野 幸伸 千葉新日本 87 (44、43) 失格 吉永 賢 レインボーヒルズ

入江 精二 宍戸ヒルズ 79 (41、38) 深町 幸三 土浦 83 (42、41) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 87 (43、44) 棄権 奥山 昌宏 鹿島の杜

藤本 祐樹 グレンモア 79 (40、39) 鈴木 辰海 スカイウェイ 83 (41、42) 王月 勇 我孫子 87 (42、45) 棄権 猪股 英昭 平塚富士見

井上 知久 専修大 79 (39、40) 小倉 龍 セントラル 83 (40、43) 木村 裕 南摩城 87 (42、45) 棄権 伊勢 直史 レインボーヒルズ

小野寺 智夫 南総 79 (39、40) 河野 真一 千葉桜の里 83 (40、43) 105 藤井 悟道 ロイヤルスター 88 (45、43) 棄権 和田 哲弥 メイプルポイント

遠藤 仁史 成田東 79 (39、40) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 83 (35、48) 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 88 (45、43) 棄権 谷村 忠行 我孫子

糟谷 治男 我孫子 79 (37、42) 66 田中 翔 東名 84 (46、38) 家泉 英明 東千葉 88 (45、43) 欠場 宮島 輝喜 東京

27 有我 栄一郎 鶴舞 80 (42、38) 彦坂 裕一 成田ハイツリー 84 (46、38) 和田 誠一 山田 88 (45、43) 欠場 鈴木 修 富士

金子 泰雄 横浜 80 (40、40) 辻 隆次 日高 84 (43、41) 山崎 誠 千葉夷隅 88 (44、44) 欠場 平田 祥太郎 日本大

櫛山 勝弘 スカイウェイ 80 (40、40) 岡村 善裕 平川 84 (43、41) 小山 雄二 浜野 88 (44、44) 欠場 井本 眞道 姉ヶ崎

四宮 安彦 カナリヤガーデン 80 (40、40) 奥峪 一夫 我孫子 84 (43、41) 吉野 斉 房総 88 (43、45) 欠場 中西 正人 オーク・ヒルズ

森口 貴資 太平洋・御殿場 80 (40、40) 平山 格 成田ハイツリー 84 (43、41) 柴野 幹夫 鷹彦スリー 88 (42、46) 欠場 川崎 利彦 オーク・ヒルズ

藤田 久男 太平洋・御殿場 80 (39、41) 永井 耕一 レインボーヒルズ 84 (42、42) 半田 紘夢 スカイウェイ 88 (41、47) 欠場 海老塚 亮一 キングフィールズ

中村 敦史 湘南シーサイド 80 (39、41) 菅沼 哲二 平川 84 (42、42) 岩橋 雅一 ブリック＆ウッド 88 (40、48) 欠場 篠原 和男 京葉

田村 一美 千葉夷隅 80 (38、42) 中尾 隆幸 南総 84 (42、42) 115 鈴木 秀俊 鹿野山 89 (45、44) 欠場 上條 英二 秋山

山本屋 一太 葉山国際 80 (38、42) 野口 道男 ブリック＆ウッド 84 (41、43) 関 翔大 水戸レイクス 89 (43、46) 欠場 桜井 秀剛 平川

36 村上 真樹 新千葉 81 (44、37) 浅見 彰伍 中央学院大 84 (40、44) 山田 伸夫 キングフィールズ 89 (42、47) 欠場 水嶋 佑介 パ協

風間 智行 小田原･松田 81 (43、38) 松丸 佳孝 成田東 84 (40、44) 寺田 憲児 中山 89 (41、48)

佐藤 充利 成田ハイツリー 81 (40、41) 片宗 禎弘 千葉桜の里 84 (40、44) 119 木元 幸多郎 万木城 90 (45、45)

佐藤 雅彦 東京五日市 81 (40、41) 松尾 繁 平川 84 (40、44) 吉原 浩 成田ハイツリー 90 (45、45)

那須 久治 加茂 81 (38、43) 高橋 健 成田東 84 (40、44) 平澤 夢厳 小千谷 90 (45、45)

41 植草 豊治 鎌ヶ谷 82 (43、39) 81 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 85 (44、41) 篠塚 猛人 東千葉 90 (42、48)

4月14日(月)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第2会場予選競技

キングフィールズゴルフクラブ( 7100Yards   Par 72 )


