
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 132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 太田 智喜 富士笠間 70 (36、34) 鈴木 徹 千葉桜の里 78 (41、37) 82 芋高 信良 JGMやさと石岡 82 (43、39) 齋藤 巖 総武 87 (43、44)

2 高野 吉弘 成田ヒルズ 71 (36、35) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 78 (40、38) 西野 貴浩 佐原 82 (41、41) 井上 政敏 富士笠間 87 (43、44)

鈴木 一郎 箱根 71 (35、36) 松丸 佳孝 成田東 78 (40、38) 中澤 和司 麻倉 82 (39、43) 千々石 寛 総武 87 (42、45)

4 大塚 一徳 花生 72 (33、39) 石井 一久 成田GC 78 (40、38) 85 竹澤 功泰 大日向 83 (44、39) 126 齋藤 正作 麻倉 88 (46、42)

5 小野寺 智夫 府中 73 (37、36) 中上 浩三 浜野 78 (40、38) 吉田 大樹 麻倉 83 (44、39) 熊谷 純一 総武 88 (45、43)

門田 一弘 成田ヒルズ 73 (37、36) 青山 正幸 勝浦 78 (39、39) 早川 守 セゴビア 83 (43、40) 鈴木 宣弥 鷹之台 88 (43、45)

7 土井 克祥 加茂 74 (39、35) 下村 安敏 佐原 78 (38、40) 越智 克史 長太郎 83 (42、41) 129 西野 修弘 袖ヶ浦 89 (43、46)

公原 一 総武 74 (38、36) 高橋 健 成田東 78 (38、40) 深山 雅由 成田ヒルズ 83 (42、41) 130 高井 博和 成田ヒルズ 90 (47、43)

原 伸行 沼津 74 (37、37) 49 真辺 則光 総武 79 (42、37) 指吸 敏彦 麻倉 83 (42、41) 廣島 慎太郎 ロイヤルスター 90 (44、46)

松本 武夫 成田GC 74 (36、38) 木村 和紀 宍戸ヒルズ 79 (42、37) 神農 英和 平川 83 (42、41) 132 古原 岳志 麻倉 95 (49、46)

進藤 祥史 扶桑 74 (36、38) 安藤 博勝 カレドニアン 79 (41、38) 細谷 和敏 かすみがうらOGM 83 (42、41) 欠場 和田 和己 千葉

増子 敬 白帆 74 (36、38) 根津 訓光 我孫子 79 (41、38) 磯野 達 浜野 83 (41、42) 欠場 東 秀明 ロイヤルスター

13 宮下 雄一 浜野 75 (38、37) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 79 (40、39) 蜂谷 大棋 南総 83 (41、42) 欠場 吉柴 利安 鷹之台

樋渡 雅俊 小田原･松田 75 (38、37) 谷内 三千夫 カレドニアン 79 (40、39) 小川 稔 東京湾 83 (40、43) 欠場 成塚 義治 浜野

寺澤 正博 宍戸ヒルズ 75 (38、37) 徳山 隆 総武 79 (39、40) 徳山 鉉二 麻倉 83 (40、43) 欠場 小林 祐介 東千葉

浅野 正幸 東千葉 75 (38、37) 難波 紀幸 富里 79 (39、40) 布施 正明 袖ヶ浦 83 (40、43) 欠場 家泉 英明 東千葉

中川 貴裕 東京湾 75 (38、37) 豊巻 裕紀 京葉 79 (38、41) 佐々木 康夫 鶴舞 83 (40、43) 欠場 清川 博 千葉夷隅

- 以 上、 予 選 通 過 － 58 冨岡 豊 宍戸ヒルズ 80 (42、38) 藤沼 拓人 入間 83 (39、44) 欠場 熊尾 昌久 鶴舞

磯崎 太作 成田ハイツリー 75 (38、37) 田村 一美 千葉夷隅 80 (41、39) 小松崎 卓 マナ 83 (36、47) 欠場 庄司 由 東千葉

猿山 隆二 八王子 75 (37、38) 保竹 純一 富士チサン 80 (41、39) 101 箕山 理 成田GC 84 (43、41) 欠場 久保田 慎 トーヨー

中嶋 勇太 カレドニアン 75 (37、38) 湯浅 良平 総武 80 (40、40) 遠藤 直樹 立野クラシック 84 (43、41) 欠場 大須賀 和博 千葉

衣笠 洋司 八王子 75 (36、39) 片岡 弘幸 上総モナーク 80 (40、40) 関本 勝 上総モナーク 84 (42、42) 欠場 安食 守一 宍戸ヒルズ

本庄 政哉 鶴舞 75 (36、39) 目崎 潤 長太郎 80 (40、40) 蒲池 誠 木更津 84 (42、42)

23 原 克宣 小田原･松田 76 (40、36) 森本 譲 水戸 80 (39、41) 黄原 鐵夫 麻倉 84 (42、42)

塩田 一史 白鳳 76 (38、38) 高野 直樹 白帆 80 (39、41) 外川 栄治 東京 84 (41、43)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 76 (38、38) 古屋 良一 長太郎 80 (39、41) 芦沢 幸太郎 平川 84 (41、43)

角屋 清忠 麻倉 76 (37、39) 西岡 剛志郎 白帆 80 (39、41) 津村 竜浩 日高 84 (41、43)

中部 隆 袖ヶ浦 76 (37、39) 戸田 光法 山田 80 (38、42) 佐々木 貴志 ニッソー 84 (40、44)

鈴木 利幸 麻倉 76 (36、40) 今井 亘 香取 80 (38、42) 鈴木 鉱紀 白帆 84 (40、44)

29 森田 聡史 ロイヤルスター 77 (40、37) 内田 智章 鶴舞 80 (38、42) 111 熊川 賢司 鷹之台 85 (45、40)

鈴木 教大 房州 77 (39、38) 71 中村 英明 千葉国際 81 (45、36) 上野 広明 麻倉 85 (44、41)

勝山 邦彦 千葉 77 (38、39) 渡部 慎一 長太郎 81 (42、39) 浜村 拓也 房州 85 (43、42)

飯野 伸一 江戸崎 77 (38、39) 北牧 裕幸 長岡 81 (41、40) 渡邊 毅晴 南総 85 (43、42)

吹野 耕一 富士笠間 77 (38、39) 阿部 利治 富士OGM・市原 81 (41、40) 岡本 守弘 美浦 85 (42、43)

下庄 桂司 成田GC 77 (37、40) 木下 弘志 葛城 81 (40、41) 政岡 貴志 キングフィールズ 85 (42、43)

田中 一弘 大利根 77 (36、41) 山口 祐介 鎌ヶ谷 81 (40、41) 木立 敦志 佐倉 85 (40、45)

森本 正博 グレンオークス 77 (36、41) 松本 真輔 富里 81 (39、42) 118 河田 敏秀 大利根 86 (45、41)

朝倉 佳範 富士笠間 77 (36、41) 高窪 哲夫 大利根 81 (39、42) 海老澤 唯 鎌倉 86 (43、43)

石山 博明 総武 77 (35、42) 岡 靖久 セゴビア 81 (38、43) 片岡 正治 グレンオークス 86 (42、44)

西川 幸一郎 府中 77 (35、42) 彦坂 裕一 成田ハイツリー 81 (38、43) 佐藤 一俊 ニッソー 86 (39、47)

40 加藤 広之 凾南 78 (41、37) 田中 秀幸 南総 81 (37、44) 122 片岡 洋介 船橋 87 (46、41)

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4ブロック予選競技

麻倉ゴルフ倶楽部( 6950Yards   Par 72 )


