
会場：

期日：
エントリー： 117名

出場： 101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 鷺 一成 太平洋・御殿場 70 (35、35) 41 鈴木 富康 寄居 82 (42、40) 宮下 雄一 浜野 87 (41、46)

2 久田 謙 武蔵 73 (38、35) 廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 82 (42、40) 83 椎名 康之 武蔵 88 (45、43)

3 塩田 一史 白鳳 74 (37、37) 萩野 貴久 熊谷 82 (42、40) 平本 隼人 津久井湖 88 (44、44)

鈴木 克到 飯能グリーン 74 (36、38) 菊地 香 オリムピックナショナル 82 (40、42) 石井 聡 府中 88 (44、44)

5 重南 慶彦 君津香木原 75 (38、37) 小林 孝之助 あさひヶ丘 82 (40、42) 飯塚 隆 熊谷 88 (43、45)

木部 正己 サザンクロス 75 (38、37) 城下 純一 上田丸子グランヴィリオ 82 (40、42) 齋藤 大司 嵐山 88 (41、47)

浅田 かれら ツインレイクス 75 (37、38) 井上 康広 湯田上 82 (39、43) 88 日吉 一智 フジ天城 89 (46、43)

船橋 数晃 岡部チサン 75 (37、38) 清水 敦夫 上田丸子グランヴィリオ 82 (39、43) 雁金 勇人 寄居 89 (46、43)

9 谷口 幸大 岡部チサン 76 (40、36) 伊藤 耕治 扶桑 82 (39、43) 井口 路朗 富士チサン 89 (45、44)

仁部 武士 ディアレイク 76 (38、38) 小泉 和章 都留 82 (37、45) 山浦 雅彦 上田丸子グランヴィリオ 89 (43、46)

岸 一貴 那須CC 76 (37、39) 51 水上 享 キャスコ花葉 83 (44、39) 有坂 庄一 メイフラワー 89 (43、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 榊田 剛 青梅 83 (43、40) 北浦 隆史 青梅 89 (42、47)

丹羽 彦仁 大宮国際 76 (37、39) 田辺 昌彦 岡部チサン 83 (43、40) 海老根 隆広 オリムピック・レイクつぶらだ 89 (42、47)

亀井 隆 唐沢 76 (37、39) 水上 政宏 岡部チサン 83 (42、41) 酒井 透 青梅 89 (42、47)

14 滝沢 信也 草津 77 (39、38) 坂本 健造 八王子 83 (40、43) 96 野原 英世 藤岡 90 (47、43)

竹之内 秀一 大平台 77 (39、38) 安藤 弘 富士宮 83 (40、43) 日向 孝行 熊谷 90 (45、45)

黒滝 公彦 オリムピックナショナル 77 (39、38) 畑野 雅之 津久井湖 83 (40、43) 98 武藤 貴志 岡部チサン 91 (41、50)

小林 功 岡部チサン 77 (38、39) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 83 (39、44) 99 大野 祐明 寄居 92 (44、48)

金沢 太竜 サンヒルズ 77 (38、39) 59 原 優之介 ザ・レイクス 84 (45、39) 100 渡辺 信之 大宮国際 96 (47、49)

香川 正太 岡部チサン 77 (36、41) 川井 光洋 寄居 84 (42、42) 棄権 生形 幸政 栃木ヶ丘

20 太田 秀樹 オリムピックナショナル 78 (42、36) 神目 亘 岡部チサン 84 (42、42) 欠場 難波 一仁 大厚木

高瀬 清美 RAYSUM 78 (38、40) 阿部 幸治 岡部チサン 84 (41、43) 欠場 伊藤 公雄 東松苑

22 小川 智史 入間 79 (41、38) 63 福井 秀明 富士チサン 85 (44、41) 欠場 前田 正雄 岡部チサン

大久保 紳一郎 岡部チサン 79 (40、39) 仁藤 敦史 多摩 85 (43、42) 欠場 山内 一晃 サンヒルズ

林 久仁彦 オリムピックナショナル 79 (40、39) 吉田 勝美 飯能くすの樹 85 (42、43) 欠場 中澤 貞利 美里

松井 崇 南総 79 (39、40) 武内 孝文 寄居 85 (41、44) 欠場 高橋 昌也 サニー

羽石 有宜 栗橋國際 79 (38、41) 吉野 文規 岡部チサン 85 (41、44) 欠場 野口 正和 鷹

松本 光央 鷹 79 (38、41) 68 和田 崇 都留 86 (45、41) 欠場 天川 主税 サンヒルズ

細野 敏彦 青梅 79 (38、41) 上農 秀人 大厚木 86 (44、42) 欠場 佐藤 充浩 姉ヶ崎

29 玉田 裕一 皆川城 80 (43、37) 田中 健司 飯能グリーン 86 (42、44) 欠場 小坂 直人 キャスコ花葉

加藤 光一 越生 80 (41、39) 門田 一弘 成田ヒルズ 86 (41、45) 欠場 中道 剛 東松苑

松田 考平 総武 80 (40、40) 浅田 ベルツ ツインレイクス 86 (41、45) 欠場 川底 慎一郎 太平洋・御殿場

栗本 智充 オリムピック・レイクつぶらだ 80 (40、40) 長田 真木 甲斐駒 86 (40、46) 欠場 長谷川 裕一 岡部チサン

早川 守 セゴビア 80 (39、41) 高原 伸之 土浦 86 (40、46) 欠場 奥山 竜也 東松苑

亀山 強 茨城 80 (39、41) 五十部 岬 熊谷 86 (39、47) 欠場 福本 亜細亜 東京クラシック

三戸 政和 東京クラシック 80 (37、43) 76 菊池 光晃 武蔵 87 (47、40) 欠場 土屋 健次 武蔵

36 福田 隆志 東京湾 81 (43、38) 村松 吉則 青梅 87 (45、42)

原嶋 伸也 飯能グリーン 81 (42、39) 久保 昂史 杉ノ郷 87 (44、43)

井上 信明 湘南シーサイド 81 (41、40) 福田 聡 狭山 87 (44、43)

中澤 文行 草津 81 (39、42) 牧野 一弘 勝浦 87 (43、44)

橋本 昌幸 岡部チサン 81 (39、42) 野中 誉司 メイプルポイント 87 (41、46)

8月20日(金)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

岡部チサンカントリークラブ 美里コース( 7003Yards   Par 72 )


