
会場：

期日：
エントリー： 116名

出場： 108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 中山 和昭 大洗 70 (34、36) 芦沢 幸太郎 平川 80 (41、39) 82 四分一 武 河口湖 85 (46、39)

2 中村 英明 浜野 71 (37、34) 千野 英樹 茨城 80 (40、40) 西野 貴浩 佐原 85 (44、41)

3 松並 良 秦野 72 (36、36) 長島 洋介 真名 80 (40、40) 山野 純也 立野クラシック 85 (44、41)

4 倉島 保一 真名 73 (36、37) 西埜 誠洋 大平台 80 (39、41) 岡田 裕幸 メイプルポイント 85 (43、42)

杉山 稔 総武 73 (35、38) 東 幸司 オリムピック 80 (39、41) 松田 康光 PGM石岡 85 (43、42)

6 村山 浩伸 武蔵 74 (38、36) 浅野 浩二 ザ ナショナル・千葉 80 (39、41) 87 山田 真吾 ロイヤルスター 86 (42、44)

石井 勉 中山 74 (37、37) 小林 正郎 オーク・ヒルズ 80 (37、43) 深山 光一 総武 86 (42、44)

高村 保 立野クラシック 74 (36、38) 48 加藤 靖司 鎌ヶ谷 81 (41、40) 田中 伸明 横浜 86 (41、45)

9 奥田 堅太郎 中山 75 (37、38) 吉田 潔 本千葉 81 (41、40) 90 佐居 承緒 横浜 87 (46、41)

松下 定弘 カレドニアン 75 (36、39) 菊地 健太郎 大宮国際 81 (40、41) 石川 和良 千葉国際 87 (43、44)

11 真辺 則光 総武 76 (39、37) 佐野 充成 館山 81 (40、41) 鯛 康一 久邇 87 (43、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大久保 学 花生 81 (40、41) 松井 正明 宍戸ヒルズ 87 (42、45)

山口 祐介 鎌ヶ谷 76 (39、37) 伊藤 健志 PGMマリア 81 (38、43) 古賀 稔 本千葉 87 (42、45)

茂貫 太郎 阿見 76 (36、40) 氏家 勝美 ロイヤルスター 81 (37、44) 95 笠原 賢一 浜野 88 (45、43)

14 嶋野 菊治 加茂 77 (39、38) 55 小川 貴央 総武 82 (42、40) 吉松 朋 厚木国際 88 (44、44)

中上 浩三 浜野 77 (39、38) 松下 宗嗣 カレドニアン 82 (42、40) 井上 達也 茨城 88 (43、45)

諸島 秀典 総武 77 (39、38) 尾上 良明 鎌ヶ谷 82 (42、40) 98 竹倉 敦 平塚富士見 89 (46、43)

菊池 幸人 富士市原 77 (38、39) 吉原 伸一 グレンオークス 82 (41、41) 山本 亮太 ロイヤルスター 89 (45、44)

八尾 厚史 東京 77 (38、39) 小川 健司 霞台 82 (41、41) 磯野 達 浜野 89 (42、47)

高橋 一誠 嵐山 77 (38、39) 佐藤 誠 玉造 82 (40、42) 101 堀込 伸一 浜野 90 (46、44)

湯澤 建人 中山 77 (38、39) 大部 一成 平川 82 (37、45) 鳥濱 伸八 総武 90 (45、45)

21 湯浅 良平 総武 78 (40、38) 62 永田 熙雄 太平洋・御殿場 83 (45、38) 川井 龍太郎 鎌ヶ谷 90 (42、48)

後藤 将一 船橋 78 (39、39) 宮田 広人 皆川城 83 (44、39) 104 石山 達也 ザ ナショナル・千葉 92 (48、44)

野村 卓洋 平塚富士見 78 (39、39) 大塚 一徳 花生 83 (43、40) 鈴木 一成 浜野 92 (47、45)

吉田 康次郎 ロイヤルスター 78 (39、39) 石毛 慎吾 鶴舞 83 (43、40) 106 藤井 正敏 武蔵 94 (50、44)

鶴薗 弘明 立野クラシック 78 (39、39) 寒河江 義則 中山 83 (42、41) 107 後藤 勇二 平塚富士見 95 (50、45)

榎本 盛 富士市原 78 (38、40) 庄野 潤一 セントラル 83 (42、41) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 95 (48、47)

萬代 誠二 久邇 78 (36、42) 堂川 真一 太平洋・御殿場 83 (42、41) 欠場 小泉 洋平 富士市原

28 中村 元紀 サンクチュアリ霞南 79 (42、37) 仲村 高穂美 中山 83 (42、41) 欠場 前田 浩一 オーク・ヒルズ

日暮 浩之 藤ヶ谷 79 (41、38) 佐藤 竜介 浜野 83 (42、41) 欠場 田中 雄三 館山

小形 勝利 鎌ヶ谷 79 (40、39) 秋池 隆伸 霞台 83 (40、43) 欠場 勝山 邦彦 千葉

塩出 輝雄 金乃台 79 (40、39) 大原 俊弘 グレンオークス 83 (40、43) 欠場 島田 竜泰 富士市原

高橋 洋 マグレガー 79 (40、39) 寺田 憲児 中山 83 (40、43) 欠場 井上 俊一 横浜

今井 正岳 霞台 79 (39、40) 片岡 弘幸 上総モナーク 83 (39、44) 欠場 三輪野 竜一郎 水戸

早水 保貴 アスレチックガーデン 79 (39、40) 滝沢 勲 ニッソー 83 (39、44) 欠場 金子 貴司 オーク・ヒルズ

増田 秀仁 クリアビュー 79 (39、40) 76 杉本 博史 船橋 84 (44、40)

遠藤 直樹 立野クラシック 79 (39、40) 中村 美弦 宍戸ヒルズ 84 (42、42)

村井 忠行 カレドニアン 79 (37、42) 千々石 寛 総武 84 (42、42)

38 田村 一美 千葉夷隅 80 (41、39) 田中 順一 中山 84 (41、43)

才津 博昭 ニッソー 80 (41、39) 勝俣 徳士 ロイヤルスター 84 (41、43)

谷村 朋昭 鷹之台 80 (41、39) 小林 正幸 中山 84 (40、44)

8月16日(月)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

中山カントリークラブ( 6852Yards   Par 72 )


