
会場：

期日：
エントリー： 117名

出場： 111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 有我 栄一郎 鶴舞 70 (35、35) 41 宮下 真一 石岡ウエスト 80 (41、39) 宇津木 仁 セゴビア 84 (42、42)

2 飯塚 裕一 藤岡 71 (36、35) 難波 勲 千葉 80 (40、40) 泉水 忠 ニッソー 84 (41、43)

3 石毛 誠 南摩城 72 (36、36) 武田 法久 万木城 80 (40、40) 髙橋 薫 ザ・竜ヶ崎 84 (39、45)

木村 仁 千葉 72 (35、37) 谷沢 正一 桜 80 (40、40) 85 岡村 善裕 浜野 85 (44、41)

5 大山 和則 アスレチックガーデン 73 (38、35) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 80 (40、40) 齋藤 巖 総武 85 (43、42)

鎌滝 順久 富里 73 (35、38) 上原 一憲 石坂 80 (40、40) 芋高 信良 JGMやさと石岡 85 (41、44)

7 髙橋 靜司 セゴビア 74 (38、36) 亀谷 俊佑 八幡 80 (40、40) 佐藤 喜三夫 平川 85 (40、45)

寺澤 正博 宍戸ヒルズ 74 (37、37) 田中 雄三 PGM石岡 80 (37、43) 田村 康一 大厚木 85 (40、45)

小原 健嗣 千葉 74 (37、37) 児玉 博 太平洋・御殿場 80 (35、45) 90 仲野 徹 米原 86 (45、41)

手島 豊 東名厚木 74 (37、37) 50 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 宮 健一 千葉 86 (44、42)

11 髙山 知晃 千葉 75 (37、38) 豊巻 裕紀 京葉 81 (41、40) 中山 裕之 都留 86 (43、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 助川 昌弘 JGM セベバレステロス 81 (41、40) 根本 幸範 水戸 86 (42、44)

中村 圭太 茨城 75 (37、38) 倉林 卓摩 ツインレイクス 81 (41、40) 羽川 宜宏 唐沢 86 (42、44)

冨岡 豊 宍戸ヒルズ 75 (35、40) 光信 直長 富士 81 (41、40) 95 佐藤 邦彦 ノースショア 87 (42、45)

鈴木 雅弘 ニッソー 75 (35、40) 田中 克幸 鎌ヶ谷 81 (40、41) 藤井 大介 桜 87 (42、45)

15 飯島 慎平 八王子 76 (40、36) 加藤 明夫 大平台 81 (40、41) 坂口 仁 高根 87 (41、46)

五十森 達哉 成田 76 (39、37) 遠藤 大介 川越 81 (40、41) 98 村本 雅輝 メイプルポイント 88 (46、42)

岩立 勝利 松本 76 (39、37) 尾崎 幸一郎 水戸 81 (40、41) 岩橋 史弥 富士レイクサイド 88 (42、46)

岡田 貴弘 ゴールド佐野 76 (38、38) 早川 明男 セゴビア 81 (39、42) 100 藤田 誠 千葉 89 (44、45)

梶谷 卓矢 鷹 76 (38、38) 平山 芳照 ノースショア 81 (39、42) 101 郭 裕治 東京クラシック 90 (43、47)

岩橋 和輝 ギャツビイ 76 (37、39) 大島 孝之 スカイウェイ 81 (39、42) 102 香川 享洋 小田原･日動御殿場 91 (49、42)

菊池 竜文 千葉 76 (37、39) 小山 健児 長太郎 81 (38、43) 平林 浩二 都留 91 (44、47)

粕谷 宇一郎 千葉 76 (36、40) 63 矢川 修 磯子 82 (45、37) 104 西山 隆幸 扶桑 92 (49、43)

小池 希吏人 石坂 76 (35、41) 岡田 一夫 千葉 82 (42、40) 土田 吉美 桜 92 (43、49)

24 小川 文平 ゴールド佐野 77 (40、37) 清 良成 千葉 82 (42、40) 106 豊田 尚之 千葉 93 (48、45)

白石 哲也 太平洋・御殿場 77 (40、37) 園田 政道 鹿島の杜 82 (42、40) 107 倉持 佳 千葉 94 (46、48)

金川 基晴 鷹 77 (40、37) 稲村 隆浩 セゴビア 82 (42、40) 108 大間 喜行 PGM石岡 97 (46、51)

高橋 信一 平川 77 (40、37) 林 裕一 赤羽 82 (41、41) 109 山口 茂利仁 高麗川 98 (52、46)

岡田 直己 千葉 77 (38、39) 津葉井 慎弥 富里 82 (39、43) 棄権 粉川 直孝 千葉

29 大島 勝 岡部チサン 78 (40、38) 宮下 恵 万木城 82 (39、43) 棄権 永田 昭二 ノースショア

入江 健太郎 千葉 78 (39、39) 大澤 一徳 江戸崎 82 (38、44) 欠場 諸喜田 直也 木更津

細谷 和敏 かすみがうら 78 (38、40) 72 伊藤 髙太郎 大平台 83 (45、38) 欠場 山本 昌国 京

中村 憲司 宍戸ヒルズ 78 (37、41) 淺澤 聡 万木城 83 (43、40) 欠場 橋本 要 ザ・竜ヶ崎

上野 伸悟 太平洋・御殿場 78 (37、41) 酒井 豊 水戸 83 (42、41) 欠場 八木 伸二 東千葉

金野 竜之介 セゴビア 78 (36、42) 大谷 日出雄 大平台 83 (42、41) 欠場 村越 元彰 石坂

35 上條 英二 桜ヒルズ 79 (41、38) 山口 道元 太平洋・御殿場 83 (41、42) 欠場 工藤 博 千葉

髙阪 嘉久 鶴舞 79 (41、38) 佐々木 章公 ノースショア 83 (41、42)

滝沢 愼 猿島 79 (40、39) 今井 悟 ザ・竜ヶ崎 83 (39、44)

入江 精二 宍戸ヒルズ 79 (40、39) 79 髙橋 和人 鷹 84 (46、38)

舘浦 圭 千葉 79 (39、40) 三俣 紀之 セゴビア 84 (44、40)

福田 正平 セゴビア 79 (38、41) 大久保 勇 フレンドシップ 84 (43、41)

8月20日(金)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

千葉カントリークラブ 川間コース 東・南コース( 6812Yards   Par 72 )


