
会場：

期日：

エントリー： 128名

出場： 110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 松田 永基 清川 68 (32、36) 曽根 忠和 東名 79 (38、41) 出浦 功 オリムピック 83 (38、45) 欠場 生形 幸政 栃木ヶ丘

2 竹石 要佑 筑波 69 (32、37) 42 高村 和央 富士箱根 80 (42、38) 井口 路朗 富士チサン 83 (38、45) 欠場 天野 仙志 ロイヤルスター

3 森 光弘 葉山国際 71 (36、35) 山﨑 徳雄 ギャツビイ 80 (42、38) 84 大原 一浩 富士小山 84 (44、40) 欠場 釜谷 正宏 富士小山

4 中田 通大 大厚木 72 (36、36) 白井 聖章 武蔵 80 (41、39) 菅原 稔 中津川 84 (43、41) 欠場 寺本 貢尚 朝霧ジャンボリー

5 金田 崇宏 草津 73 (37、36) 井口 学 東名 80 (40、40) 高橋 重司 東名 84 (43、41) 欠場 日比生 泰宏 相模原

勝又 正浩 東京 73 (36、37) 尾崎 博之 総武 80 (40、40) 松本 欣也 千葉夷隅 84 (42、42) 欠場 滝田 弘之 太平洋・御殿場

7 秋山 佳輝 伊東 74 (38、36) 志渡 智宏 平塚富士見 80 (39、41) 岩田 和広 小田原･松田 84 (42、42)

茅野 弘喜 諏訪湖 74 (37、37) 二ッ森 義一 東京カントリー 80 (38、42) 森下 和晴 オリムピックナショナル 84 (41、43)

小柳 拓也 取手国際 74 (37、37) 及川 克彦 富士小山 80 (38、42) 名取 輝高 諏訪湖 84 (40、44)

木﨑 亮太 白帆 74 (37、37) 50 渡邉 泰広 メイプルポイント 81 (41、40) 岡部 成哲 東京 84 (40、44)

奥津 久史 富士平原 74 (36、38) 原木 克訓 富士宮 81 (41、40) 92 平井 寛章 豊岡国際 85 (43、42)

12 金森 祐介 富士チサン 75 (38、37) 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 塩谷 孝光 メイプルポイント 85 (43、42)

大野 達朗 武蔵 75 (37、38) 小澤 広之 横浜 81 (40、41) 大塚 正治 朝霧ジャンボリー 85 (42、43)

勝又 英文 朝霧ジャンボリー 75 (37、38) 日比生 賢一 武蔵 81 (40、41) 外川 栄治 東京 85 (41、44)

15 義澤 秀雄 東名厚木 76 (43、33) 小川 陽一 富士小山 81 (40、41) 石田 貴弘 富士チサン 85 (41、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 元田 賢一郎 太平洋・御殿場 85 (40、45)

加藤 至康 富士宮 76 (41、35) 鈴木 昭彦 三島 81 (38、43) 98 新井田 尚弘 東名 86 (46、40)

平本 達哉 相模原 76 (39、37) 板橋 哲也 富士小山 81 (36、45) 99 岩橋 雅一 戸塚 87 (43、44)

飯塚 裕一 藤岡 76 (39、37) 59 竹内 浩典 富士小山 82 (44、38) 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 87 (41、46)

安藤 英俊 東名 76 (39、37) 杉井 俊之 新千葉 82 (43、39) 岩堀 眞規 カレドニアン 87 (40、47)

岩崎 寛之 伊豆にらやま 76 (39、37) 佐藤 充利 成田ハイツリー 82 (42、40) 102 内田 正典 諏訪レイクヒル 88 (45、43)

宮下 健 伊東 76 (38、38) 秦 晴彦 中津川 82 (42、40) 金村 利光 茨城 88 (44、44)

清水 道徳 富士宮 76 (37、39) 佐藤 栄祐 太平洋・御殿場 82 (42、40) 瀧本 順司 芳賀 88 (39、49)

23 北山 健太郎 ラインヒル 77 (42、35) 高原 康年 習志野 82 (42、40) 105 宗川 圭一郎 上総モナーク 91 (47、44)

北山 茂 川越 77 (39、38) 関口 洋一 平塚富士見 82 (41、41) 大石 智久 レンブラント御殿場 91 (43、48)

森口 貴資 太平洋・御殿場 77 (38、39) 青島 順 富士小山 82 (41、41) 川原 修 富士箱根 91 (43、48)

菊地 展弘 フジ天城 77 (37、40) 前山 正隆 富士小山 82 (39、43) 108 三橋 寛 浜松シーサイド 92 (43、49)

佐野 知大 武蔵 77 (37、40) 長谷川 大輔 南長野 82 (39、43) 109 本間 淳一 境川 93 (47、46)

宮脇 裕之 オリムピック・レイクつぶらだ 77 (36、41) 69 小原 秀天 富士宮 83 (45、38) 失格 中田 靖人 セントラル

29 原田 安浩 ノースショア 78 (40、38) 峰尾 勝 オリムピック 83 (45、38) 欠場 小林 且雄 鴻巣

小塚 英城 富士小山 78 (40、38) 佐藤 秀樹 富士小山 83 (43、40) 欠場 山下 明史 富士チサン

植野 暁彦 リバー富士 78 (40、38) 庄司 龍右 富士チサン 83 (43、40) 欠場 田中 孝幸 立科

細谷 祐生 鹿島の杜 78 (39、39) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 83 (43、40) 欠場 中川 雅義 沼津

伊藤 俊行 富士チサン 78 (37、41) 阿部 和生 ホロン 83 (43、40) 欠場 柳 秀熙 立川国際

塩澤 錠司 リバー富士 78 (37、41) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 83 (43、40) 欠場 田村 巌 成田ヒルズ

35 鈴木 淳一 南総 79 (40、39) 中村 寛 富士エース 83 (43、40) 欠場 福井 浩之 横浜

黒滝 公彦 オリムピックナショナル 79 (40、39) 西村 厚 レンブラント御殿場 83 (42、41) 欠場 鈴木 栄一 南摩城

光山 富夫 横浜 79 (40、39) 村上 啓太 諏訪湖 83 (42、41) 欠場 榎夲 和正 メイプルポイント

永田 剛士 浜松シーサイド 79 (39、40) 松井 篤 太平洋・御殿場 83 (42、41) 欠場 原 宏治 湘南シーサイド

久保 真一郎 習志野 79 (39、40) 廣瀬 裕 姉ヶ崎 83 (41、42) 欠場 小野寺 利丸 太平洋・御殿場

泉 毅 大厚木 79 (39、40) 佐藤 淳 リバー富士 83 (39、44) 欠場 岡田 光史 嵐山

8月22日(木)

2019年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

富士小山ゴルフクラブ( 6929Yards   Par 72 )


