
会場：

期日：
エントリー： 114名

出場： 106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 小野寺 智夫 府中 72 (36、36) 齊藤 誠一 ロイヤルスター 78 (35、43) 82 窪田 恵介 イーグルポイント 85 (44、41)

山野 貴之 鷹之台 72 (36、36) 42 古敷谷 亮 葉山国際 79 (41、38) 阿部 利治 新千葉 85 (42、43)

3 千北 嘉太 太平洋・御殿場 73 (38、35) 高橋 健 成田東 79 (40、39) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 85 (39、46)

4 上野 広明 麻倉 74 (40、34) 志賀 裕幸 京 79 (40、39) 山田 昇治 大厚木 85 (38、47)

原 克宣 富士レイクサイド 74 (36、38) 片岡 洋介 船橋 79 (40、39) 高井 博和 成田ヒルズ 85 (38、47)

太田 智喜 浜野 74 (36、38) 淀川 勇 袖ヶ浦 79 (39、40) 87 冨士田 博 千葉 86 (46、40)

坂輪 成章 浜野 74 (36、38) 小林 隆寿 東千葉 79 (38、41) 牧野 拳一郎 府中 86 (45、41)

8 海老澤 唯 鎌倉 75 (40、35) 48 丹野 隆幸 小田原･日動御殿場 80 (41、39) 原 伸行 相模原 86 (43、43)

荻島 征彦 京 75 (38、37) 久田 和広 カレドニアン 80 (40、40) 宮崎 秀樹 米原 86 (42、44)

吹野 耕一 富士笠間 75 (37、38) 車田 暁 取手国際 80 (39、41) 鈴木 正信 JGM セベバレステロス 86 (42、44)

柿岡 啓介 麻倉 75 (37、38) 土井 克祥 加茂 80 (39、41) 松浦 裕介 長太郎 86 (41、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 本間 健人 山田 80 (38、42) 染川 宗範 アバイディング 86 (41、45)

戸張 智和 藤ヶ谷 75 (37、38) 53 増子 敬 白帆 81 (41、40) 中村 能章 上総モナーク 86 (39、47)

蕪木 登 ブリック＆ウッド 75 (37、38) 松本 浩太郎 PGM南市原 81 (41、40) 95 金子 亨 船橋 87 (44、43)

14 金子 光規 戸塚 76 (40、36) 重藤 亮一 セントラル 81 (40、41) 小松崎 卓 宍戸ヒルズ 87 (40、47)

渡部 美和 鹿野山 76 (40、36) 千野 正二郎 オリムピックナショナル 81 (40、41) 97 箕山 理 成田 88 (45、43)

大石 優 太平洋・御殿場 76 (39、37) 高野 吉弘 成田ヒルズ 81 (39、42) 瀬口 卓 大平台 88 (43、45)

佐原 忠志 南総 76 (39、37) 渡部 慎一 長太郎 81 (39、42) 黄原 鐵夫 麻倉 88 (42、46)

谷繁 元信 府中 76 (39、37) 丸山 鉄光 太平洋・御殿場 81 (38、43) 100 及川 芳裕 ロイヤルスター 89 (46、43)

岡本 拓 葉山国際 76 (38、38) 60 中川 貴裕 東京湾 82 (43、39) 齋藤 正作 麻倉 89 (46、43)

20 中村 哲也 セントラル 77 (41、36) 渡邊 毅晴 南総 82 (43、39) 102 伊藤 嘉盛 麻倉 90 (44、46)

八木 勇乃輔 ザ・竜ヶ崎 77 (40、37) 芝田 進弘 麻倉 82 (42、40) 103 佐々木 幸哉 京 91 (49、42)

相内 俊彦 セントラル 77 (40、37) 加藤 隆広 成田東 82 (40、42) 104 松村 滋浩 麻倉 92 (47、45)

清水 隆史 イーグルポイント 77 (39、38) 永野 和也 成田 82 (38、44) 柴崎 吉一 成田ヒルズ 92 (43、49)

加藤 広之 凾南 77 (39、38) 65 岡部 成哲 東京 83 (43、40) 棄権 幡谷 仙秀 大洗

伊藤 勝 鹿島の杜 77 (38、39) 前山 義一 房州 83 (42、41) 欠場 内堀 翔伍 宍戸ヒルズ

越智 克史 長太郎 77 (38、39) 吉田 幸二郎 紫 83 (42、41) 欠場 磯崎 太作 麻倉

上迫 友貴 太平洋・御殿場 77 (38、39) 千北 光仁 チェックメイト 83 (42、41) 欠場 河野 淳一 鷹之台

中馬 秀興 ノースショア 77 (38、39) 長谷川 竜一 水戸グリーン 83 (40、43) 欠場 相馬 智人 イーグルポイント

工藤 啓介 セントラル 77 (37、40) 徳山 鉉二 麻倉 83 (39、44) 欠場 川上 愼一 ロイヤルスター

岩堀 眞規 カレドニアン 77 (37、40) 山本 哲也 平川 83 (39、44) 欠場 渡邊 哲也 パ協

竹澤 功泰 大日向 77 (37、40) 若林 徹 鹿沼プレミア 83 (36、47) 欠場 山城 康博 館山

安藤 英基 麻倉 77 (37、40) 73 高野 直樹 白帆 84 (45、39) 欠場 星野 晃一 鶴舞

古屋 良一 長太郎 77 (36、41) 深谷 泰宏 南総 84 (44、40)

榎本 雄文 中津川 77 (36、41) 鈴木 教大 房州 84 (41、43)

35 保坂 英徳 JGM セベバレステロス 78 (40、38) 中原 英 あさひヶ丘 84 (41、43)

遠藤 薪一 龍ヶ崎 78 (39、39) 小原 剛一 JGM セベバレステロス 84 (40、44)

網代 栄一 鶴舞 78 (39、39) 平岡 好朋 霞ヶ関 84 (40、44)

牧野 純也 府中 78 (38、40) 関 夕介 あさひヶ丘 84 (40、44)

瀧澤 信二 ロイヤルスター 78 (38、40) 片岡 正治 グレンオークス 84 (39、45)

松丸 佳孝 成田東 78 (38、40) 熊田 貴之 大厚木 84 (39、45)

8月16日(月)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技

麻倉ゴルフ倶楽部( 6895Yards   Par 72 )


