
会場：

期日：
エントリー： 117名

出場： 102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 豊島 豊 東千葉 73 (36、37) 中田 丈晴 鷹 81 (40、41) 山本 将嗣 総武 85 (42、43)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 73 (33、40) 朝倉 佳範 富士笠間 81 (40、41) 山下 富生 阿見 85 (42、43)

3 額賀 逸朗 鷹之台 74 (39、35) 髙窪 哲夫 大利根 81 (40、41) 小鳥 英樹 大利根 85 (42、43)

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 74 (37、37) 池上 直樹 富士笠間 81 (40、41) 85 髙田 佳和 富士笠間 86 (40、46)

5 浅田 哲也 富士笠間 75 (39、36) 内田 司 スプリングフィルズ 81 (39、42) 86 岡 靖久 セゴビア 87 (44、43)

饒田 剛央 東京国際 75 (38、37) 46 植木 俊宏 足利 82 (42、40) 山本 二朗 相模原 87 (44、43)

斎藤 信一郎 日光 75 (37、38) 千葉 良 東名厚木 82 (42、40) 熊谷 隆 ザ・ジャパン 87 (44、43)

小松崎 博 東筑波 75 (37、38) 中野 秀昭 宍戸ヒルズ 82 (41、41) 89 倉片 優 武蔵 88 (45、43)

加瀬 博章 大利根 75 (36、39) 松本 真輔 富里 82 (41、41) 森房 岳男 立川国際 88 (45、43)

10 池田 武志 ゴルフ5・サニーフィールド 76 (38、38) 白倉 雄太 東松苑 82 (40、42) 川口 智宏 埼玉国際 88 (44、44)

中村 由一郎 鶴舞 76 (38、38) 竹内 貴広 鴻巣 82 (40、42) 長谷川 義晴 鎌ヶ谷 88 (42、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 茂木 伸明 千葉 82 (40、42) 彦坂 裕一 成田ハイツリー 88 (42、46)

12 中田 辰悟 大利根 77 (40、37) 53 鈴木 幹也 大洗 83 (44、39) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 88 (40、48)

河本 泰司 アローエース 77 (39、38) 高橋 恭一 京葉 83 (43、40) 95 長尾 福治郎 成田 89 (46、43)

磯山 喜一 茨城 77 (38、39) 小林 孝裕 鷹之台 83 (42、41) 96 宮島 輝喜 東京 90 (46、44)

水野 貴司 大洗 77 (37、40) 逆井 英雄 猿島 83 (41、42) 佐藤 正樹 京葉 90 (44、46)

16 細島 保秀 皆川城 78 (41、37) 宮田 玲 あさひヶ丘 83 (41、42) 98 光山 勝則 皐月･佐野 91 (47、44)

山本 充 鶴舞 78 (39、39) 中野 秀樹 赤羽 83 (41、42) 金子 壽波留 水戸 91 (44、47)

良川 卓也 塩原 78 (39、39) 荒川 慶量 京葉 83 (41、42) 100 鈴木 輝久 RAYSUM 92 (47、45)

19 本庄 政哉 鶴舞 79 (41、38) 福富 祥倫 栗橋國際 83 (40、43) 101 細谷 智之 千葉 94 (46、48)

増淵 欣弥 セゴビア 79 (41、38) 大井 雅敏 霞台 83 (40、43) 102 鈴木 賢士 猿島 96 (48、48)

大日 健 寄居 79 (40、39) 竹岡 隆博 龍ヶ崎 83 (40、43) 欠場 吉田 文雄 霞ヶ関

田村 直樹 アスレチックガーデン 79 (40、39) 佐野 知大 武蔵 83 (40、43) 欠場 金澤 雅之 宍戸ヒルズ

帰山 雄輔 総武 79 (40、39) 森田 佳和 千葉 83 (40、43) 欠場 沼尻 年正 大利根

松本 博史 鳳凰 79 (38、41) 西川 幸一郎 府中 83 (39、44) 欠場 難波 紀幸 大栄

25 中本 光 小田原･日動御殿場 80 (43、37) 上村 紀夫 富士笠間 83 (38、45) 欠場 浅野 博司 浦和

鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 80 (41、39) 玉置 敏光 立川国際 83 (38、45) 欠場 木村 和紀 宍戸ヒルズ

小玉 雅 烏山城 80 (41、39) 68 加藤 雄一朗 宍戸ヒルズ 84 (45、39) 欠場 天田 雅伸 鹿島の杜

佐々木 康夫 鶴舞 80 (40、40) 幸田 恭典 ニッソー 84 (45、39) 欠場 佐々木 謙彦 静ヒルズ

佐々木 政一 PGMマリア 80 (40、40) 曽根 一彦 埼玉国際 84 (44、40) 欠場 浦澤 豊 鷹之台

相馬 義孝 塩原 80 (40、40) 松尾 勝人 鎌ヶ谷 84 (42、42) 欠場 澳原 広明 浦和

馬場 輝雄 鹿野山 80 (39、41) 河田 泰弘 大利根 84 (42、42) 欠場 細谷 和則 宍戸ヒルズ

大隅 正史 足利 80 (39、41) 佐々木 宏之 京葉 84 (42、42) 欠場 染谷 尚孝 長太郎

谷口 英樹 宍戸ヒルズ 80 (38、42) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (42、42) 欠場 塚田 光輝 龍ヶ崎

34 布川 義久 袖ヶ浦 81 (42、39) 木名瀬 和重 水戸 84 (40、44) 欠場 市川 義勝 水戸

佐久間 玲 湘南 81 (42、39) 深澤 勝彦 大利根 84 (39、45) 欠場 逆井 喜市 猿島

前川 裕太郎 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 77 山田 俊明 鹿沼 85 (45、40)

張 暁宇 猿島 81 (41、40) 高橋 和久 玉造 85 (44、41)

高木 歩 ブリック＆ウッド 81 (41、40) 柿沼 博司 皆川城 85 (44、41)

金澤 徹 扶桑 81 (40、41) 白井 伸明 東京国際 85 (43、42)

今泉 潤一 かすみがうら 81 (40、41) 林 寛雄 レイク相模 85 (43、42)

8月17日(火)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

大利根カントリークラブ 東コース( 6962Yards   Par 72 )


