
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 久田 謙 武蔵 68 (35、33) 樋口 丈洋 オリムピックナショナル 79 (38、41) 宮 健一 千葉 83 (39、44)

2 千野 英樹 太平洋・御殿場 71 (35、36) 園田 政道 鹿島の杜 79 (38、41) 83 満利 哲也 高麗川 84 (42、42)

3 田村 直樹 アスレチックガーデン 72 (36、36) 43 佐藤 貴晴 川越 80 (42、38) 山崎 一成 高根 84 (39、45)

柳澤 賢仁 嵐山 72 (35、37) 加瀬 博章 大利根 80 (42、38) 85 岩垂 一博 さいたま梨花 85 (46、39)

5 大久保 正博 宇都宮 73 (37、36) 小坂 徳郎 茨城 80 (41、39) 花岡 貴也 東名厚木 85 (44、41)

細谷 祐生 鹿島の杜 73 (36、37) 鈴木 将範 八王子 80 (41、39) 平井 浩史 嵐山 85 (43、42)

吹野 耕一 富士笠間 73 (35、38) 平塚 建太郎 狭山 80 (40、40) 茂木 伸明 千葉 85 (43、42)

8 岩橋 史弥 富士レイクサイド 74 (38、36) 竹原 宏 富士平原 80 (40、40) 比嘉 義隆 埼玉国際 85 (43、42)

平田 芳治 湘南シーサイド 74 (36、38) 永野 雄亮 かずさ 80 (40、40) 細谷 智之 千葉 85 (43、42)

10 内山 貴之 鷹之台 75 (40、35) 倉林 卓摩 ツインレイクス 80 (40、40) 福田 聡 狭山 85 (41、44)

鈴木 克到 飯能グリーン 75 (38、37) 金井 篤司 嵐山 80 (39、41) 内田 司 狭山 85 (40、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 福田 大介 青梅 80 (39、41) 弘中 孝典 大厚木 85 (39、46)

金井 俊輔 相模湖 75 (37、38) 土屋 隆智 常陽 80 (38、42) 94 小川 陽一 富士小山 86 (43、43)

中村 由一郎 鶴舞 75 (37、38) 54 竹内 浩典 富士小山 81 (42、39) 川口 智宏 埼玉国際 86 (43、43)

茂澤 克己 千葉 75 (37、38) 松澤 寛 鳩山 81 (42、39) 上農 秀人 大厚木 86 (42、44)

田中 良博 青梅 75 (36、39) 角田 英夫 埼玉国際 81 (41、40) 貝森 恵介 オリムピックナショナル 86 (42、44)

16 馬場 弘行 太平洋・御殿場 76 (39、37) 落合 滋 さいたま梨花 81 (40、41) 98 大西 諭 埼玉国際 87 (46、41)

加藤 光一 越生 76 (39、37) 渡邊 文弥 富士笠間 81 (40、41) 内野 治 飯能グリーン 87 (46、41)

深澤 勝彦 大利根 76 (38、38) 明石 太郎 湘南シーサイド 81 (39、42) 坂口 仁 高根 87 (45、42)

山田 昇治 大厚木 76 (38、38) 曽根 一彦 埼玉国際 81 (39、42) 野口 知嗣 青梅 87 (43、44)

20 鈴木 薫 東京国際 77 (40、37) 諸島 秀典 総武 81 (39、42) 久冨木 正和 GMG八王子 87 (41、46)

有吉 孝文 富士小山 77 (40、37) 角田 祐太 富士レイクサイド 81 (35、46) 103 生形 幸政 栃木ヶ丘 88 (44、44)

山口 善久 太平洋・御殿場 77 (40、37) 63 波方 孝 十日町 82 (43、39) 矢澤 俊一 相模 88 (42、46)

田村 界 神奈川 77 (40、37) 津葉井 慎弥 富里 82 (42、40) 105 鈴木 眞一 飯能くすの樹 89 (48、41)

小原 健嗣 千葉 77 (40、37) 浅野 博司 浦和 82 (42、40) 長沢 昌彦 狭山 89 (46、43)

山田 豊 青梅 77 (39、38) 井上 訓昭 GMG八王子 82 (42、40) 森崎 匠 イーグルポイント 89 (46、43)

佐野 知大 武蔵 77 (39、38) 江原 真 東名厚木 82 (42、40) 108 茂木 保雄 こだま神川 90 (46、44)

岩橋 和輝 ギャツビイ 77 (39、38) 内村 利成 オリムピックナショナル 82 (41、41) 109 鯨岡 純一 大相模 92 (46、46)

木下 健介 狭山 77 (38、39) 細谷 和敏 かすみがうら 82 (41、41) 棄権 別所 義人 相模湖

森田 佳和 千葉 77 (38、39) 高畑 尚康 狭山 82 (40、42) 欠場 和田 雅英 八王子

永井 英輔 東京国際 77 (37、40) 有賀 正起 伊香保国際 82 (40、42) 欠場 上村 紀夫 富士笠間

糠信 秀企 神奈川 77 (37、40) 島村 敏 八王子 82 (40、42) 欠場 渡邉 真 フレンドシップ

32 望月 圭 富士レイクサイド 78 (40、38) 大塚 次郎 ツインレイクス 82 (38、44) 欠場 義澤 秀雄 東名厚木

荻原 敦 大厚木 78 (40、38) 安本 龍司 オリムピックナショナル 82 (38、44) 欠場 安藤 敬一郎 武蔵

荒川 峰明 皆川城 78 (39、39) 75 古屋 佳男 武蔵 83 (46、37) 欠場 日比生 賢一 武蔵

長野 修 武蔵松山 78 (39、39) 森本 伸 富士レイクサイド 83 (46、37) 欠場 谷内 三千夫 カレドニアン

入江 健太郎 千葉 78 (38、40) 高橋 敏彦 東名厚木 83 (43、40) 欠場 山田 徹 シャトレーゼヴィンテージ

37 饒田 剛央 東京国際 79 (40、39) 菊地 香 オリムピックナショナル 83 (42、41) 欠場 渡邊 賢作 龍ヶ崎

町田 真二 ザ ナショナル・埼玉 79 (39、40) 土屋 健次 武蔵 83 (42、41) 欠場 村上 照幸 東名厚木

山下 恭寛 狭山 79 (39、40) 山田 猛 GMG八王子 83 (41、42)

土肥 幸児 袖ヶ浦 79 (39、40) 阿部 純也 東名厚木 83 (39、44)

8月15日(月)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース( 7086Yards   Par 72 )


