
2021年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　111名

於：横浜カントリークラブ 西コース(6,768yards Par71)
1番よりスタート 10番よりスタート

田村 敏明 小千谷 77 朝見 賢光 津久井湖 80 小野寺 智夫 府中 83 杉山 稔 総武 75

斉野 恵康 太平洋・御殿場 73 津村 直樹 鷹 82 松並 良 秦野 75 高橋 和博 宍戸ヒルズ 80

塩田 一史 白鳳 78 重南 慶彦 君津香木原 79 田中 良博 寄居 82 竹原 洋行 横浜 76

田代 猛 裾野 74 猿山 隆二 八王子 85 関 徹也 赤城国際 84

金田 崇宏 筑波 73 木下 輝洋 皐月･佐野 78 風間 智行 小田原･松田 75 小原 永司 つくばね 77

額賀 逸朗 鷹之台 78 髙野 隆 鷹之台 69 高橋 雅也 嵐山 75 鈴木 克到 飯能グリーン 86

木部 正己 サザンクロス 78 谷口 幸大 岡部チサン 82 原 克宣 富士レイクサイド 77 上野 広明 麻倉 77

千北 嘉太 太平洋・御殿場 75 竹内 規晃 東京国際 69 船橋 数晃 岡部チサン 75

久田 謙 武蔵 75 石井 勉 中山 73 須崎 友貴 東京五日市 80 加瀬 博章 大利根 85

服部 滋多 白帆 77 鈴木 薫 東京国際 80 岸 一貴 那須CC 80 和田 博 袖ヶ浦 68

川﨑 邦朗 龍ヶ崎 76 大山 和則 アスレチックガーデン 86 斎藤 信一郎 日光 79 才記 正明 扶桑 78

浅田 かれら ツインレイクス 86 松田 永基 太平洋・御殿場 82 水上 晃男 鷹之台 76 山中 将次 PGM石岡 81

金井 俊輔 相模湖 78 浅田 哲也 富士笠間 80 小池 勉 東名厚木 80 豊島 豊 東千葉 73

鷺 一成 太平洋・御殿場 85 柿岡 啓介 麻倉 84 日改 哲也 大洗 79 五十嵐 崇仁 PGM石岡 82

川岸 滉平 新千葉 69 太田 智喜 浜野 83 関 茂生 岡部チサン 77 目黒 学 日本海 76

柳澤 信吾 袖ヶ浦 74 倉島 保一 真名 77 金井 篤司 嵐山 73 饒田 剛央 東京国際 76

村山 浩伸 武蔵 82 有我 栄一郎 鶴舞 84 細谷 祐生 鹿島の杜 77 吹野 耕一 富士笠間 76

小原 健嗣 千葉 78 山下 明史 富士チサン 75 坂輪 成章 浜野 73 盛永 哲也 鎌ヶ谷 87

山野 貴之 鷹之台 79 奥田 堅太郎 中山 80 海老澤 唯 鎌倉 80 中村 英明 浜野 79

石毛 誠 南摩城 77 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 85 吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 77 大野 達朗 武蔵 78

土田 晃成 さいたま梨花 74 矢吹 龍一 水戸グリーン 80 木村 仁 千葉 80

小倉 龍 大洗 74 廣瀬 信行 小田原･松田 82 森久保 剛 津久井湖 79

佐藤 礼弥 川越 74 小坂 徳郎 茨城 83 守屋 満 上野原 81

渡邊 真羽 富士 87 秋元 一男 相模原 80 芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 75

手島 豊 東名厚木 82 荻島 征彦 京 74

阿部 祐希 湯田上 72 中村 由一郎 鶴舞 83

髙橋 靜司 セゴビア 87 窪田 一樹 太平洋・御殿場 86

大森 匡史 白水 92

松下 定弘 カレドニアン 87 高村 保 立野クラシック 74

池田 武志 ゴルフ5・サニーフィールド 80 鎌滝 順久 富里 85

飯塚 裕一 藤岡 81 仁部 武士 ディアレイク 78

澤田 信弘 茨城 74

小松崎 博 東筑波 84 髙山 知晃 千葉 81

金岡 治久 新千葉 82 舘 英樹 富士笠間 82

塚原 弘貴 猿島 79 浅野 正幸 東千葉 80

花岡 貴也 東名厚木 80

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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