
会場：

期日：
エントリー： 73名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 滝 雅志 水戸レイクス 72 (34、38) 岩澤 欣裕 大洗 85 (44、41)

2 斉藤 優作 那須小川 74 (36、38) 武藤 浩司 セゴビア 85 (44、41)

3 磯井 怜 長太郎 75 (41、34) 福山 憲一 習志野 85 (42、43)

塩田 一史 白鳳 75 (40、35) 大川 将弥 レインボーヒルズ 85 (41、44)

石原 紀一 総武 75 (36、39) 大原 健陽 成田東 85 (39、46)

6 本橋 健生 川越 77 (39、38) 46 真辺 則光 総武 86 (47、39)

津止 克明 小田原･松田 77 (39、38) 吉本 裕貴 ロックヒル 86 (44、42)

齋藤 誠 富士笠間 77 (38、39) 齋藤 正作 麻倉 86 (42、44)

湯本 開史 那須小川 77 (38、39) 平岡 好朋 霞ヶ関 86 (41、45)

日暮 浩之 藤ヶ谷 77 (38、39) 橋本 哲夫 総武 86 (41、45)

高野 吉弘 セントラル 77 (38、39) 51 小西 治幸 総武 87 (46、41)

青木 慶太 習志野 77 (37、40) 星野 真 JGM セベバレステロス 87 (43、44)

13 鈴木 正一郎 成田ハイツリー 79 (42、37) 冨永 勝 総武 87 (43、44)

小玉 雅 烏山城 79 (40、39) 鈴木 亮司 ギャツビイ 87 (43、44)

三澤 達也 新千葉 79 (40、39) 55 林 恵一 スカイウェイ 88 (46、42)

保坂 英徳 JGM セベバレステロス 79 (39、40) 今井 丈雄 姉ヶ崎 88 (45、43)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 79 (37、42) 宮沢 智雄 富里 88 (44、44)

18 東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (42、38) 58 小暮 広宣 総武 89 (46、43)

白井 敏夫 総武 80 (41、39) 周郷 寿雄 総武 89 (44、45)

吉岡 栄徴 埼玉大 80 (39、41) 60 堀 孝彦 習志野 91 (45、46)

21 茂貫 太郎 阿見 81 (42、39) 岡本 浩司 皐月･佐野 91 (44、47)

平山 慧和 中央学院大 81 (42、39) 伊藤 健志 きみさらず 91 (44、47)

石毛 慎吾 鶴舞 81 (39、42) 63 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (46、46)

幡谷 仙秀 大洗 81 (37、44) 不二原 正治 ロイヤルスター 92 (43、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 65 山田 和利 習志野 98 (48、50)

25 冨田 茂 富士笠間 82 (43、39) 66 飯田 直人 習志野 99 (52、47)

熊川 賢司 鷹之台 82 (42、40) 67 池田 正美 総武 100 (49、51)

杉山 稔 総武 82 (40、42) 68 東 秀明 ロイヤルスター 101 (52、49)

小野 和男 スカイウェイ 82 (38、44) 69 酒巻 哲也 習志野 102 (52、50)

29 磯岡 真吾 静ヒルズ 83 (44、39) 失格 飯塚 悟 きみさらず

中山 仁 凾南 83 (43、40) 欠場 二川 直人 万木城

竹澤 功泰 大日向 83 (43、40) 欠場 小松 尚久 大厚木

今野 宗雄 皐月･鹿沼 83 (40、43) 欠場 実成 俊也 総武

33 長谷川 義晴 鎌ヶ谷 84 (44、40)

瀧澤 光雄 我孫子 84 (43、41)

瀬戸 信昭 鷹之台 84 (42、42)

下村 直治 習志野 84 (42、42)

杉山 宣行 房総 84 (42、42)

亀田 欣吾 総武 84 (41、43)

笹島 栄一 富士笠間 84 (41、43)

40 吉田 幹雄 総武 85 (45、40)

4月21日(月)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

総武カントリークラブ総武コース　東・中コース( 7006Yards   Par 72 )


