
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 130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 半田 裕一 鹿沼プレミア 69 (34、35) 岡田 直己 千葉 78 (39、39) 中島 智明 ザ ナショナル・千葉 81 (39、42) 123 坂本 国弘 ワンウェイ 91 (44、47)

2 早乙女 剛史 皐月･佐野 70 (33、37) 川崎 邦朗 龍ヶ崎 78 (39、39) 高橋 誠二 江戸崎 81 (38、43) 中村 康彦 小金井 91 (43、48)

3 鈴木 貴士 大日向 71 (36、35) 谷口 英樹 JGM セベバレステロス 78 (39、39) 山崎 広宣 高根 81 (37、44) 125 濱松 和也 JGMやさと石岡 92 (43、49)

4 清水 睦夫 取手桜が丘 72 (36、36) 日改 哲也 セントラル 78 (39、39) 85 大久保 勇 フレンドシップ 82 (43、39) 染谷 栄 ゴールデンレイクス 92 (42、50)

5 小原 永司 宍戸ヒルズ 73 (37、36) 海老原 好央 富士笠間 78 (38、40) 加藤 靖司 鎌ヶ谷 82 (42、40) 127 田浦 一成 総武 94 (51、43)

堀江 隆 マナ 73 (34、39) 塚原 弘貴 猿島 78 (37、41) 宮野 賢一 藤ヶ谷 82 (41、41) 宮川 剛 寄居 94 (46、48)

中野 秀昭 富士笠間 73 (34、39) 西脇 豊 グリーンヒル長岡 78 (37、41) 菅家 政博 東雲 82 (41、41) 129 弘光 利之 加茂 98 (48、50)

8 小寺 聡司 習志野 74 (39、35) 48 小林 孝裕 千葉 79 (42、37) 佐藤 竜司 埼玉国際 82 (40、42) 棄権 石塚 由紀雄 ギャツビイ

毛塚 佳寿 龍ヶ崎 74 (38、36) 岩間 智也 大洗 79 (42、37) 助川 昌弘 扶桑 82 (40、42) 欠場 大山 和則 宍戸ヒルズ

長野 智之 フレンドシップ 74 (38、36) 前川 裕太郎 宍戸ヒルズ 79 (41、38) 星野 真 JGM セベバレステロス 82 (39、43) 欠場 飯塚 晃 アスレチックガーデン

高橋 和博 宍戸ヒルズ 74 (37、37) 樋口 新 花生 79 (41、38) 石原 裕士 東千葉 82 (37、45) 欠場 才津 博昭 ニッソー

金澤 雅之 富士笠間 74 (36、38) 吉田 潔 本千葉 79 (41、38) 93 酒井 豊 水戸 83 (45、38) 欠場 丹羽 基広 小金井

13 岡野 智弘 石岡 75 (39、36) 飯岡 弘臣 つくばね 79 (39、40) 菅野 智次郎 猿島 83 (41、42) 欠場 葛西 俊夫 ノーザン錦ヶ原

牧長 一喜 千葉国際 75 (37、38) 林 裕一 赤羽 79 (39、40) 川上 信吉 総武 83 (41、42) 欠場 森田 正浩 大洗

木村 仁 玉造 75 (37、38) 永野 雄亮 かずさ 79 (39、40) 澤越 博幸 武蔵野 83 (41、42) 欠場 中村 哲也 セントラル

藤井 幸博 江戸崎 75 (37、38) 岡田 一夫 千葉 79 (39、40) 大井 雅敏 霞台 83 (41、42) 欠場 松田 五成 JGM セベバレステロス

加藤 一徳 オーク・ヒルズ 75 (36、39) 仁平 克弥 東筑波 79 (38、41) 三原 直樹 富士レイクサイド 83 (41、42) 欠場 榊田 剛 青梅

- 以 上、 予 選 通 過 － 水野 貴司 大洗 79 (37、42) 荒井 眞一 筑波 83 (40、43) 欠場 志村 哲 猿島

木内 登喜雄 大洗 75 (36、39) 流 英一 加茂 79 (37、42) 神尾 秀久 ギャツビイ 83 (40、43) 欠場 伊勢 直史 レインボーヒルズ

粉川 直孝 江戸崎 75 (35、40) 大澤 一徳 江戸崎 79 (37、42) 土屋 隆智 常陽 83 (38、45) 欠場 永井 耕一 レインボーヒルズ

浅田 哲也 龍ヶ崎 75 (34、41) 61 福島 哲司 ニッソー 80 (42、38) 102 小澤 広之 横浜 84 (44、40) 欠場 飯田 将人 JGM セベバレステロス

21 木名瀬 和重 水戸 76 (40、36) 小川 貴央 新千葉 80 (41、39) 杉井 俊之 新千葉 84 (43、41) 欠場 尾上 良明 鎌ヶ谷

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 76 (39、37) 関根 伸好 セゴビア 80 (41、39) 孫總 孝幸 取手桜が丘 84 (42、42)

幸田 恭典 ニッソー 76 (39、37) 盛永 哲也 取手桜が丘 80 (40、40) 内堀 翔伍 宍戸ヒルズ 84 (42、42)

村上 拓也 セゴビア 76 (38、38) 西片 一成 埼玉国際 80 (40、40) 106 高橋 恭一 京葉 85 (43、42)

小坂 徳郎 茨城 76 (38、38) 清 良成 玉造 80 (40、40) 松本 宏和 玉造 85 (42、43)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 76 (37、39) 岡本 聡 戸塚 80 (40、40) 松井 正明 宍戸ヒルズ 85 (41、44)

稲村 隆浩 セゴビア 76 (36、40) 宮下 真一 石岡・ウエスト 80 (40、40) 109 平岡 成介 美浦 86 (46、40)

28 相内 俊彦 セントラル 77 (41、36) 櫻井 正己 富士笠間 80 (39、41) 竹内 大作 寄居 86 (44、42)

鈴木 泰二郎 パ協 77 (41、36) 萩澤 哲也 グリーンヒル長岡 80 (39、41) 渡 明弘 カレドニアン 86 (43、43)

小松崎 博 東筑波 77 (40、37) 71 小形 勝利 鎌ヶ谷 81 (44、37) 山口 茂夫 美浦 86 (42、44)

小坂 圭司 JGMやさと石岡 77 (39、38) 森田 佳和 フレンドシップ 81 (42、39) 113 岩立 勝利 松本 87 (43、44)

黒澤 健一 霞台 77 (38、39) 小谷 純造 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 林 典昭 グリーンヒル長岡 87 (42、45)

中山 和昭 大洗 77 (38、39) 椿 芳之 江戸崎 81 (41、40) 115 萩原 則之 東千葉 88 (44、44)

福田 正明 富士笠間 77 (37、40) 荒川 慶量 京葉 81 (41、40) 116 高橋 渉 セゴビア 89 (46、43)

海野 洋一 静ヒルズ 77 (37、40) 小倉 龍 セントラル 81 (41、40) 山田 幹雄 水戸 89 (43、46)

渡邉 信之 鹿島の杜 77 (37、40) 佐居 承緒 横浜 81 (40、41) 海老原 和己 江戸崎 89 (41、48)

37 三橋 好文 成田ヒルズ 78 (41、37) 仲村 高穂美 中山 81 (40、41) 斉藤 輝雄 千葉 89 (41、48)

染島 義明 つくばね 78 (40、38) 細谷 和則 富士笠間 81 (39、42) 鈴木 雅弘 ニッソー 89 (39、50)

森下 公則 江戸崎 78 (40、38) 菊池 昭徳 土浦 81 (39、42) 121 塚原 浩 霞台 90 (48、42)

額賀 義朗 船橋 78 (40、38) 滝沢 愼 猿島 81 (39、42) 中根 幸一 江戸崎 90 (44、46)

8月20日(月)

平成30年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

江戸崎カントリー倶楽部 東コース( 6870Yards   Par 72 )


