
会場：

期日：

エントリー： 83名

出場： 79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

1 塚本 岳 太田双葉 74 (37、37) 東 英樹 東松山 85 (41、44) 欠場 丹羽 基広 小金井

都 和馬 彩の森 74 (37、37) 奥山 勝大 中央都留 85 (41、44) 欠場 笠井 誠 石坂

3 木名瀬 和重 水戸 75 (38、37) 43 比留間 基好 寄居 86 (44、42)

吉田 文雄 東松山 75 (38、37) 高橋 幸成 リバーサイドフェニックス 86 (44、42)

5 矢吹 龍一 水戸グリーン 76 (38、38) 滝沢 泰三 習志野 86 (40、46)

篠 優希 川越 76 (37、39) 46 木村 浩貴 初穂 87 (45、42)

7 伊藤 隆二 東松山 77 (37、40) 佐藤 高文 高麗川 87 (43、44)

8 村越 元彰 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 飯塚 大介 川越 87 (41、46)

9 瀧澤 雅人 矢板 79 (42、37) 白戸 翔 森林公園 87 (41、46)

持田 哲哉 伊香保GC・岡崎城 79 (40、39) 大日 健 寄居 87 (40、47)

大辻 孝司 宍戸ヒルズ 79 (40、39) 51 宮原 優 エーデルワイス 88 (45、43)

中澤 貞利 彩の森 79 (38、41) 瀧波 三男 東松山 88 (45、43)

13 市川 清 さいたま 80 (41、39) 澳原 広明 浦和 88 (45、43)

前田 和彦 さいたま 80 (40、40) 牧野 龍一郎 高麗川 88 (44、44)

近藤 博宣 あさひヶ丘 80 (39、41) 松居 大輔 甘楽 88 (41、47)

小野 太佳司 寄居 80 (39、41) 56 山田 廣樹 太平洋・御殿場 89 (47、42)

17 西野 伸幸 森林公園 81 (42、39) 瀧田 敏明 高麗川 89 (47、42)

大川 厚志 玉造 81 (41、40) 吉川 正憲 熊谷 89 (46、43)

上原 一憲 石坂 81 (41、40) 美和 健一郎 習志野 89 (45、44)

梅山 明久 伊香保国際 81 (39、42) 高橋 和久 石岡・ウエスト 89 (45、44)

村上 雄太 南総 81 (38、43) 福澤 勇二 川越 89 (44、45)

22 立石 和彦 寄居 82 (43、39) 62 廣瀬 浩二 栃木 90 (47、43)

佐藤 竜司 埼玉国際 82 (42、40) 山崎 克巳 飯能グリーン 90 (44、46)

今村 幹隆 グリーンパーク 82 (41、41) 太田 僚平 新千葉 90 (42、48)

宮田 玲 あさひヶ丘 82 (39、43) 永谷 杜葉 鳳凰 90 (42、48)

26 木村 元一 児玉 83 (44、39) 66 三井 和維 ヴィンテージ 91 (48、43)

佐久間 怜央 那須小川 83 (43、40) 67 植山 貴行 飯能 92 (46、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 坂本 伸二 越生 92 (46、46)

大貫 大輔 さいたま 83 (43、40) 堀江 茂 イーグルポイント 92 (45、47)

角田 浩 那須小川 83 (43、40) 天田 春男 埼玉国際 92 (44、48)

中嶋 政則 JGM セベバレステロス 83 (40、43) 牧野 良一 児玉 92 (44、48)

31 田村 真利 鶴 84 (44、40) 広瀬 一哉 高萩 92 (44、48)

松岡 暖 妙義 84 (44、40) 73 斉藤 隆夫 東松山 93 (43、50)

五十嵐 瑠亜 那須小川 84 (43、41) 74 森 重信 高麗川 94 (47、47)

日向 敏之 鶴舞 84 (41、43) 75 一宮 京介 新千葉 95 (49、46)

平澤 天志 メイプルポイント 84 (41、43) 76 中山 透 赤羽 98 (46、52)

島田 貴規 長野 84 (39、45) 77 土屋 猛 万木城 99 (54、45)

37 岡部 雄斗 太田双葉 85 (44、41) 山口 茂利仁 高麗川 99 (52、47)

高橋 敬二 川越 85 (43、42) 棄権 堀 正裕 入間

飯塚 勝 レーサム 85 (42、43) 欠場 飯塚 隆 熊谷

大川戸 弘治 ユニオンエース 85 (42、43) 欠場 葛西 俊夫 ノーザン錦ヶ原

4月14日(月)

平成26年度関東アマチュアゴルフ選手権第4会場予選競技

東松山カントリークラブ 中・西コース( 6839Yards   Par 72 )


