
会場：

期日：

エントリー： 120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 松田 永基 太平洋・御殿場 68 (32、36) 41 車田 暁 取手国際 80 (43、37) 山下 剛 あさひヶ丘 85 (41、44)

2 鈴木 貴士 大日向 72 (35、37) 前田 鎮男 大宮国際 80 (43、37) 青木 克益 千葉 85 (40、45)

3 嶋野 菊治 加茂 74 (37、37) 宮本 和也 PGM総成 80 (42、38) 84 根本 一寿 富士笠間 86 (46、40)

張田 巧 矢板 74 (37、37) 山田 俊明 鹿沼 80 (41、39) 松浦 裕介 長太郎 86 (46、40)

三原 洋介 プレステージ 74 (36、38) 大窪 幹夫 東ノ宮 80 (39、41) 髙田 佳和 富士笠間 86 (43、43)

増本 有作 太平洋・御殿場 74 (34、40) 谷沢 正一 桜 80 (39、41) 渡邊 哲也 烏山城 86 (43、43)

7 北山 健太郎 ラインヒル 75 (38、37) 金沢 太竜 サンヒルズ 80 (38、42) 88 関谷 翔 美浦 87 (48、39)

石川 聡一 富士笠間 75 (38、37) 鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 80 (38、42) 石田 健太 東松苑 87 (45、42)

関 茂生 岡部チサン 75 (37、38) 望月 信雄 東ノ宮 80 (38、42) 清水 剛 ザ・レイクス 87 (44、43)

船橋 数晃 岡部チサン 75 (37、38) 渡邊 博史 大日向 80 (37、43) 91 山本 昌国 京 88 (44、44)

松井 宏之 妙義 75 (37、38) 51 塩澤 佑太 浅見 81 (43、38) 久保 昂史 杉ノ郷 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 足立 英二 勝浦 81 (42、39) 藤間 幹広 ディアレイク 88 (43、45)

大堀 直樹 鎌ヶ谷 75 (37、38) 小松崎 卓 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 94 目黒 健太 富士市原 89 (46、43)

13 渡邊 真羽 富士 76 (40、36) 田所 靖浩 烏山城 81 (40、41) 白石 義応 茨城 89 (45、44)

吉岡 進 さいたま 76 (40、36) 内野 秀紀 相模 81 (40、41) 加藤 明夫 大平台 89 (45、44)

植木 俊宏 プレステージ 76 (39、37) 湯澤 建人 中山 81 (39、42) 山田 正 東ノ宮 89 (42、47)

後藤 貴浩 矢板 76 (38、38) 内田 裕 美里 81 (39、42) 大谷 日出雄 大平台 89 (41、48)

廣島 慎太郎 鹿沼 76 (38、38) 大貫 敬司 サンヒルズ 81 (39、42) 99 内山 達矢 東ノ宮 90 (41、49)

佐々木 恭太郎 サンヒルズ 76 (37、39) 須山 祐介 矢板 81 (38、43) 100 北山 茂男 ラインヒル 91 (45、46)

稲波 勇茂 パ協 76 (37、39) 渡邉 敬太 京葉 81 (38、43) 水上 享 PGM石岡 91 (43、48)

浅田 哲也 富士笠間 76 (37、39) 61 土井 克祥 加茂 82 (44、38) 102 伊西 庸介 リバーサイドフェニックス 92 (46、46)

池田 武志 ゴルフ5・サニーフィールド 76 (37、39) 松岡 一裕 矢板 82 (43、39) 103 由井 一嘉 オーク・ヒルズ 97 (49、48)

白石 哲也 太平洋・御殿場 76 (37、39) 天川 主税 サンヒルズ 82 (42、40) 104 木道 俊一 加茂 102 (48、54)

23 髙山 知晃 千葉 77 (40、37) 山本 高明 あさひヶ丘 82 (41、41) 105 飯泉 知也 プレステージ 104 (52、52)

竹岡 隆博 龍ヶ崎 77 (39、38) 青木 友翼 千葉 82 (41、41) 棄権 増淵 欣弥 大利根

鎌滝 順久 富里 77 (38、39) 長島 洋介 真名 82 (41、41) 欠場 大谷 隆俊 霞ヶ関

坂本 匠 ニッソー 77 (37、40) 田中 淳 鹿沼 82 (40、42) 欠場 小辻 道彦 龍ヶ崎

27 竹之内 秀一 大平台 78 (40、38) 矢吹 龍一 水戸グリーン 82 (40、42) 欠場 粕谷 宇一郎 千葉

藤田 正義 桂ヶ丘 78 (40、38) 69 関 夕介 あさひヶ丘 83 (45、38) 欠場 関 久昭 東ノ宮

岩立 勝利 松本 78 (40、38) 鴨志田 翼 鹿沼72 83 (42、41) 欠場 青木 敏行 富士市原

大森 弘幸 矢板 78 (39、39) 本波 雄勢 東ノ宮 83 (42、41) 欠場 細島 保秀 皆川城

大谷 五一郎 那須小川 78 (38、40) 三戸 政和 東京クラシック 83 (40、43) 欠場 山内 一晃 サンヒルズ

滝沢 勲 ニッソー 78 (38、40) 渡部 慎一 長太郎 83 (39、44) 欠場 市川 義勝 水戸

大谷 利仁 姉ヶ崎 78 (38、40) 74 坂本 国弘 ワンウェイ 84 (45、39) 欠場 早坂 宏幸 鹿沼

34 高村 保 立野クラシック 79 (41、38) 谷嶋 佳広 東ノ宮 84 (44、40) 欠場 滝澤 泰三 戸塚

本波 昌英 東ノ宮 79 (41、38) 齊藤 賢司 秩父国際 84 (43、41) 欠場 西川 正樹 南総

相馬 義孝 塩原 79 (40、39) 大野 武志 霞ヶ関 84 (41、43) 欠場 真辺 則光 総武

市村 正義 大洗 79 (40、39) 古屋 良一 長太郎 84 (41、43) 欠場 小暮 大輔 水戸グリーン

佐藤 健 鹿沼 79 (39、40) 采東 勲興 宇都宮 84 (40、44) 欠場 岡田 直己 千葉

原 仁 リバーサイドフェニックス 79 (39、40) 名取 輝高 諏訪湖 84 (39、45)

松本 泰明 東ノ宮 79 (38、41) 81 吉澤 秀 北の杜 85 (44、41)

8月18日(木)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

東ノ宮カントリークラブ さつき・あおいコース( 6842Yards   Par 72 )


