
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 109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 吉山 公章 伊香保GC 68 (32、36) 鈴木 崇仁 武蔵 77 (37、40) 光信 直長 富士 82 (40、42)

2 黒滝 公彦 オリムピックナショナル 69 (34、35) 田村 敏明 小千谷 77 (36、41) 岩倉 英雄 太平洋・御殿場 82 (40、42)

3 松島 明仁 太田双葉 71 (37、34) 阿部 祐希 湯田上 77 (36、41) 84 牧野 光洋 嵐山 83 (43、40)

山上 玄明 富士チサン 71 (36、35) 根津 博嗣 あさひヶ丘 77 (36、41) 大井 博文 青梅 83 (43、40)

5 片山 貴由 ロイヤルスター 72 (36、36) 45 横山 三博 武蔵松山 78 (42、36) 星野 友成 嵐山 83 (43、40)

6 関澤 誠 嵐山 73 (39、34) 井田 勇太 長野 78 (42、36) 森 信幸 高根 83 (42、41)

西村 真太郎 足利 73 (36、37) 大塚 寛 石坂 78 (40、38) 伊藤 暢 ヨネックス 83 (42、41)

小島 一純 太田双葉 73 (36、37) 酒井 透 青梅 78 (40、38) 北出 武大 玉造 83 (41、42)

9 河野 将人 サニー 74 (39、35) 岩崎 一孝 太田双葉 78 (40、38) 岡部 哲也 草津 83 (39、44)

松本 光央 鷹 74 (39、35) 木村 和紀 宍戸ヒルズ 78 (40、38) 日向 孝行 熊谷 83 (39、44)

村越 元彰 石坂 74 (38、36) 佐藤 力 美里 78 (40、38) 92 丹羽 彦仁 大宮国際 84 (43、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 務台 光平 白帆 78 (40、38) 玉木 田秀 さいたま 84 (43、41)

鈴木 信行 平川 74 (37、37) 久田 和広 京葉 78 (40、38) 島田 修 妙高 84 (41、43)

鈴木 秀兵 東松苑 74 (37、37) 三澤 孝至 成田ヒルズ 78 (39、39) 佐々木 一路 妙高 84 (41、43)

渡邊 宏治 妙高 74 (36、38) 岡庭 篤 妙高サンシャイン 78 (38、40) 島田 貴規 長野 84 (41、43)

土田 恭章 藤岡 74 (36、38) 松原 孝行 緑野 78 (37、41) 新村 通孝 厚木国際 84 (39、45)

16 秋山 肇 白水 75 (40、35) 須田 和広 緑野 78 (37、41) 98 吉松 朋 厚木国際 86 (46、40)

篠田 裕邦 おおむらさき 75 (37、38) 雁金 勇人 寄居 78 (37、41) 加瀬 健史 ニッソー 86 (44、42)

高橋 邦夫 初穂 75 (37、38) 藤井 隆之 伊香保GC 78 (36、42) 白 隆一 ヨネックス 86 (43、43)

布施 正明 袖ヶ浦 75 (35、40) 60 井上 康広 湯田上 79 (40、39) 福室 守 レイク相模 86 (42、44)

見田 和也 イーストヒル 75 (34、41) 生澤 良太 鳩山 79 (40、39) 鈴木 富康 寄居 86 (42、44)

21 山下 明 飯能グリーン 76 (40、36) 佐藤 充浩 姉ヶ崎 79 (40、39) 金井 駿樹 白水 86 (41、45)

小巻 貴由樹 太田双葉 76 (38、38) 福田 正平 セゴビア 79 (39、40) 104 安藤 博徳 カレドニアン 87 (46、41)

山根 一記 白水 76 (38、38) 山﨑 之寛 中条 79 (39、40) 105 山田 朋裕 岡部チサン 88 (46、42)

大島 勝 岡部チサン 76 (38、38) 林 久仁彦 オリムピックナショナル 79 (39、40) 106 小室 誠 鳩山 95 (46、49)

井川 智一郎 初穂 76 (37、39) 岡田 睦広 RAYSUM 79 (37、42) 107 佐瀬 和彦 ザ・レイクス 97 (49、48)

稲村 隆浩 千葉 76 (37、39) 67 早川 明男 セゴビア 80 (39、41) 108 中村 唯一郎 ワンウェイ 98 (48、50)

神目 亘 青梅 76 (36、40) 秋本 俊行 鳩山 80 (38、42) 棄権 中村 勝鉉 太平洋・御殿場

小保方 徹 皐月･佐野 76 (36、40) 69 飯田 能士 飯能くすの樹 81 (42、39) 欠場 榊田 剛 青梅

滝沢 信也 草津 76 (36、40) 田中 寿幸 イーストヒル 81 (40、41) 欠場 諸橋 陽介 下田城

井上 昂大 袖ヶ浦 76 (35、41) 武藤 圭介 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 欠場 岡野 茂樹 大平台

上山 雄一 ノーブルウッド 76 (35、41) 永野 竜二 姉ヶ崎 81 (40、41) 欠場 天野 仙志 ロイヤルスター

川岸 滉平 新千葉 76 (35、41) 鈴木 剛 寄居 81 (40、41) 欠場 舘浦 圭 千葉

羽石 有宜 栗橋國際 76 (35、41) 下庄 桂司 成田 81 (39、42) 欠場 釣井 賢一郎 白水

早川 守 セゴビア 76 (34、42) 75 鈴木 輝久 RAYSUM 82 (44、38) 欠場 境 正博 白帆

35 大久保 紳一郎 岡部チサン 77 (41、36) 目黒 学 日本海 82 (43、39) 欠場 中澤 文行 草津

原田 晶則 JGMベルエア 77 (40、37) 岡村 善裕 浜野 82 (41、41) 欠場 今井 圭介 妙高高原

大口 卓 長野 77 (39、38) 神農 英和 平川 82 (41、41) 欠場 西埜 誠洋 大平台

金野 竜之介 セゴビア 77 (38、39) 峰尾 勝 オリムピック 82 (40、42) 欠場 阿部 政則 初穂

岡田 貴弘 宍戸ヒルズ 77 (38、39) 畠山 英俊 富士小山 82 (40、42)

亀井 隆 唐沢 77 (38、39) 中川 善幸 太田双葉 82 (40、42)

8月18日(木)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

白水ゴルフ倶楽部( 6975Yards   Par 72 )


