
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 110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 石毛 誠 南摩城 69 (33、36) 北浦 隆史 青梅 80 (41、39) 大島 広史 岡部チサン 85 (42、43)

2 牧野 純也 府中 72 (36、36) 小林 康春 藤岡 80 (41、39) 渡辺 孝之 富士箱根 85 (35、50)

3 岩下 泰佳 オリムピック・レイクつぶらだ 73 (37、36) 小池 希吏人 宍戸ヒルズ 80 (40、40) 84 中沢 太 東京国際 86 (46、40)

前田 晃希 東松苑 73 (36、37) 山上 利行 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (40、40) 岩淵 智宏 大宮国際 86 (42、44)

5 高橋 一誠 嵐山 75 (40、35) 田中 雄三 PGM石岡 80 (40、40) 今井 大輔 岡部チサン 86 (41、45)

高瀬 清美 赤城国際 75 (39、36) 大瀧 初明 メイレイクヒルズ 80 (40、40) 中川 弘規 葉山国際 86 (41、45)

白金 満明 岡部チサン 75 (38、37) 舟橋 史郎 富士平原 80 (39、41) 海老根 隆広 オリムピック・レイクつぶらだ 86 (41、45)

半田 昭博 皆川城 75 (37、38) 多胡 雅文 JGMベルエア 80 (39、41) 渡辺 信之 大宮国際 86 (41、45)

岩田 和広 小田原･松田 75 (36、39) 細井 裕之 皆川城 80 (39、41) 鈴木 亮司 ギャツビイ 86 (41、45)

大隅 正史 足利 75 (36、39) 藤沼 拓人 入間 80 (39、41) 91 星野 英彦 太平洋・御殿場 87 (45、42)

上條 五大 穂高 75 (36、39) 武藏 圭太 平塚富士見 80 (39、41) 高橋 和久 玉造 87 (43、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 濱野 哲敬 RAYSUM 80 (38、42) 郭 裕治 東京クラシック 87 (42、45)

12 津久井 孝一 太平洋・佐野ヒルクレスト 76 (38、38) 高橋 昌也 サニー 80 (37、43) 94 髙木 清成 赤城国際 88 (45、43)

小林 功 岡部チサン 76 (38、38) 小野寺 智夫 府中 80 (37、43) 山野 純也 立野クラシック 88 (42、46)

向山 和徳 鳩山 76 (38、38) 55 栗本 智充 オリムピック・レイクつぶらだ 81 (42、39) 小澤 愼太郎 赤城国際 88 (41、47)

倉島 保一 真名 76 (36、40) 関山 良臣 東松山 81 (40、41) 97 高橋 敬二 川越 89 (44、45)

木村 正伸 伊香保GC 76 (35、41) 梅原 良祐 スターツ笠間 81 (40、41) 田中 一弘 大利根 89 (44、45)

17 谷口 幸大 岡部チサン 77 (39、38) 58 川上 雅利 鳩山 82 (44、38) 美和 健一郎 習志野 89 (43、46)

松田 永浩 清川 77 (37、40) 川和 真 伊香保GC 82 (42、40) 100 持田 哲哉 赤城国際 90 (46、44)

野村 卓洋 平塚富士見 77 (37、40) 玉田 裕一 皆川城 82 (41、41) 森田 勝之 石坂 90 (44、46)

布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (37、40) 野中 誉司 メイプルポイント 82 (41、41) 102 五十部 岬 熊谷 92 (46、46)

岸 一貴 那須CC 77 (36、41) 須賀 啓介 立野クラシック 82 (41、41) 佐藤 敏彦 大宮国際 92 (45、47)

吉田 裕紀 鎌倉 77 (36、41) 須藤 和浩 太平洋・御殿場 82 (41、41) 吉田 勝美 飯能くすの樹 92 (44、48)

23 松井 篤 太平洋・御殿場 78 (40、38) 小林 賢司 森林公園 82 (40、42) 塚本 将之 嵐山 92 (42、50)

渡部 美和 鹿野山 78 (38、40) 関 徹也 赤城国際 82 (40、42) 106 松本 篤 東松山 93 (48、45)

津村 直樹 鷹 78 (37、41) 大橋 武広 日本 82 (40、42) 三吉 康之 大宮国際 93 (45、48)

26 有山 利男 鳩山 79 (41、38) 今泉 潤一 かすみがうら 82 (40、42) 108 鈴木 賢士 猿島 95 (44、51)

田中 俊行 鳩山 79 (41、38) 清野 誠 伊勢原 82 (40、42) 109 宮川 剛 寄居 103 (51、52)

大石 優 太平洋・御殿場 79 (41、38) 梅山 明久 伊香保国際 82 (39、43) 棄権 三上 哲人 メイプルポイント

原 優之介 ザ・レイクス 79 (40、39) 町田 貴敏 皆川城 82 (39、43) 欠場 細谷 信介 南総

手塚 辰弥 南総 79 (40、39) 71 浅田 かれら 栗橋國際 83 (43、40) 欠場 林 一夫 川越

前田 和彦 さいたま 79 (39、40) 廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 83 (42、41) 欠場 浅野 基和 伊香保国際

吉川 太郎 石坂 79 (39、40) 村上 啓太 太平洋・御殿場 83 (42、41) 欠場 宮脇 裕之 オリムピック・レイクつぶらだ

小塚 良平 彩の森 79 (39、40) 外川 栄治 東京 83 (40、43) 欠場 茅野 弘喜 諏訪湖

高橋 薫 高坂 79 (38、41) 菊池 竜文 千葉 83 (40、43) 欠場 中澤 貞利 美里

杉山 倫久 平塚富士見 79 (38、41) 76 海老澤 唯 鎌倉 84 (45、39) 欠場 土田 晃成 さいたま梨花

肥野 竜也 ギャツビイ 79 (38、41) 平林 浩二 都留 84 (44、40) 欠場 山口 賢哉 浜松シーサイド

谷島 稔 日高 79 (38、41) 髙田 剛 大秦野 84 (42、42) 欠場 大久保 浩 岡部チサン

中野 秀樹 赤羽 79 (37、42) 西根 克紀 平塚富士見 84 (40、44) 欠場 牧野 拳一郎 府中

大内田 愼一郎 岡部チサン 79 (36、43) 80 大部 博之 平川 85 (44、41)

40 鈴木 淳一 南総 80 (42、38) 近藤 博 日高 85 (42、43)

8月19日(金)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

こだまゴルフクラブ( 6801Yards   Par 72 )


