
会場：

期日：
エントリー： 122名

出場： 114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 関 茂生 岡部チサン 69 (34、35) 平本 達哉 相模原 79 (39、40) 蛯名 忠親 チェックメイト 85 (45、40)

2 山下 明史 富士チサン 70 (33、37) 尾西 博樹 三島 79 (39、40) 中沢 太 東京国際 85 (44、41)

3 竹内 規晃 東京国際 71 (34、37) 鈴木 将範 八王子 79 (39、40) 髙梨 孝司 東京湾 85 (43、42)

4 守屋 満 上野原 72 (36、36) 鈴木 昌弥 津久井湖 79 (39、40) 黒田 隆雅 東京国際 85 (43、42)

田代 猛 裾野 72 (36、36) 別所 義人 相模湖 79 (36、43) 海老原 隆仁 オリムピック 85 (42、43)

須崎 友貴 東京五日市 72 (35、37) 46 藤森 茂和 東名厚木 80 (42、38) 谷島 稔 日高 85 (42、43)

7 鈴木 薫 東京国際 73 (38、35) 谷内 三千夫 カレドニアン 80 (42、38) 浜田 義信 あさひヶ丘 85 (41、44)

森久保 剛 津久井湖 73 (38、35) 河野 幸久 鴻巣 80 (41、39) 89 吉田 直樹 袖ヶ浦 86 (45、41)

土田 晃成 さいたま梨花 73 (38、35) 小林 康春 藤岡 80 (41、39) 森下 和晴 オリムピックナショナル 86 (44、42)

花岡 貴也 東名厚木 73 (37、36) 後藤 建 神奈川 80 (39、41) 鯨岡 純一 大相模 86 (42、44)

猿山 隆二 八王子 73 (37、36) 堀内 利信 東京五日市 80 (39、41) 高橋 賢吉 多摩 86 (41、45)

斉野 恵康 太平洋・御殿場 73 (36、37) 52 福田 大介 青梅 81 (43、38) 伊澤 喜久男 東千葉 86 (40、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 石田 貴弘 富士チサン 81 (43、38) 齊藤 賢司 秩父国際 86 (40、46)

13 吉田 壮一郎 さいたま 74 (39、35) 佐藤 充利 成田ハイツリー 81 (42、39) 95 坂上 晴由 米原 87 (47、40)

下野 修照 鹿沼 74 (38、36) 山中 尚 津久井湖 81 (42、39) 秋山 保幸 富士チサン 87 (45、42)

肥野 竜也 ギャツビイ 74 (38、36) 高丸 功 上野原 81 (42、39) 河久保 忠 津久井湖 87 (44、43)

中跡 朝臣 富士宮 74 (38、36) 初川 輝純 メイプルポイント 81 (41、40) 98 山川 博功 上野原 88 (46、42)

中村 正美 小田原･松田 74 (37、37) 松本 正之 ギャツビイ 81 (41、40) 井上 直紀 平塚富士見 88 (45、43)

白金 満明 岡部チサン 74 (36、38) 行徳 健洋 東松苑 81 (41、40) 中村 広志 八王子 88 (44、44)

19 島村 敏 八王子 75 (37、38) 鈴木 隆之 米原 81 (41、40) 田中 泰弘 府中 88 (44、44)

20 衣笠 洋司 八王子 76 (40、36) 黒田 良平 東名 81 (40、41) 102 菅本 良治 府中 89 (48、41)

三上 光彦 富士箱根 76 (38、38) 大崎 将行 宍戸ヒルズ 81 (39、42) 田邉 光男 飯能 89 (48、41)

柴田 博文 ザ・レイクス 76 (37、39) 山田 徹 シャトレーゼヴィンテージ 81 (39、42) 三本木 晃 上野原 89 (45、44)

23 大栁 博也 埼玉国際 77 (40、37) 光宗 一城 東京よみうり 81 (39、42) 糠信 秀企 神奈川 89 (44、45)

今西 義和 東名厚木 77 (39、38) 65 有泉 靖 東京国際 82 (42、40) 106 加藤 力也 東京国際 90 (49、41)

若林 忠司 シャトレーゼヴィンテージ 77 (39、38) 伊藤 博通 日高 82 (41、41) 加藤 純也 東千葉 90 (47、43)

長岡 元樹 RAYSUM 77 (39、38) 山下 恭寛 狭山 82 (40、42) 駒井 洋之 大相模 90 (47、43)

河邊 博和 湘南シーサイド 77 (39、38) 清水 圭 相模湖 82 (39、43) 109 増田 武久 シャトレーゼヴィンテージ 91 (49、42)

荒井 建次 八王子 77 (39、38) 69 榎夲 和正 八王子 83 (41、42) 山田 育弘 東京国際 91 (44、47)

佐藤 貴輝 GMG八王子 77 (38、39) 70 守屋 克則 中津川 84 (44、40) 111 村野 俊幸 相模湖 92 (48、44)

和田 雅英 袖ヶ浦 77 (37、40) 川村 直樹 神奈川 84 (44、40) 112 長浜 浄 相模野 93 (49、44)

31 山川 弘介 GMG八王子 78 (40、38) 田村 高広 東京クラシック 84 (44、40) 113 江原 真 東名厚木 96 (44、52)

采東 勲興 宇都宮 78 (40、38) 箕輪 進 東京よみうり 84 (43、41) 棄権 杉山 賢治 本厚木

倉橋 学滋 富士箱根 78 (36、42) 榊 紀之 富士チサン 84 (43、41) 欠場 鹿島 康裕 相模原

34 松田 永浩 清川 79 (41、38) 相田 昌樹 木更津 84 (43、41) 欠場 中里 匡良 大相模

三吉 章雪 上野原 79 (41、38) 森崎 豪 津久井湖 84 (43、41) 欠場 坪井 浩一 相模原

佐藤 雅彦 八王子 79 (41、38) 大神田 巧 河口湖 84 (43、41) 欠場 安藤 謙一郎 八王子

田中 耕太郎 木更津 79 (41、38) 岡野 明 東京国際 84 (42、42) 欠場 古屋 佳男 武蔵

野村 幸晴 東京よみうり 79 (40、39) 花吉 精一 津久井湖 84 (42、42) 欠場 栗本 啓二 神奈川

蒲池 誠 木更津 79 (40、39) 鈴木 亮司 ギャツビイ 84 (41、43) 欠場 土門 英司 川越

矢野 嘉伸 キャスコ花葉 79 (40、39) 81 岡田 成寛 多摩 85 (45、40) 欠場 田村 界 神奈川

8月16日(月)

2021年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

八王子カントリークラブ( 6496Yards   Par 72 )


