
会場：

期日：

エントリー： 122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 飯島 慎平 八王子 67 (34、33) 金山 仁明 万木城 78 (39、39) 待合 勇史 ザ・ジャパン 83 (42、41)

2 横山 昌弘 キャスコ花葉 69 (34、35) 東 幸司 オリムピック 78 (38、40) 高垣 浩一 扶桑 83 (38、45)

3 中村 英明 浜野 72 (37、35) 西村 貴之 川越 78 (38、40) 84 渡邉 泰広 メイプルポイント 84 (44、40)

山本 健次郎 浜野 72 (36、36) 佐居 承緒 横浜 78 (37、41) 野原 英世 藤岡 84 (43、41)

鈴木 隆之 米原 72 (35、37) 林 寛雄 レイク相模 78 (37、41) 大貫 雄 鶴舞 84 (43、41)

大日 健 寄居 72 (35、37) 大原 俊弘 グレンオークス 78 (36、42) 田村 一美 千葉夷隅 84 (42、42)

松田 直也 袖ヶ浦 72 (34、38) 平野 大樹 イーグルポイント 78 (36、42) 林 裕一 赤羽 84 (39、45)

8 佐藤 竜介 浜野 73 (36、37) 48 菅原 学 猿島 79 (41、38) 89 熊谷 隆 ザ・ジャパン 85 (43、42)

松並 良 秦野 73 (35、38) 佐々木 康夫 鶴舞 79 (41、38) 伊藤 史麿 浜野 85 (42、43)

10 小林 大輔 袖ヶ浦 74 (40、34) 志賀 裕幸 京 79 (40、39) 堀内 利信 東京五日市 85 (42、43)

宮下 雄一 浜野 74 (39、35) 山本 亮太 ロイヤルスター 79 (40、39) 梅原 和典 浜野 85 (41、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 相内 俊彦 セントラル 79 (39、40) 黒田 真彦 京 85 (40、45)

重藤 亮一 セントラル 74 (38、36) 藤井 源造 総武 79 (38、41) 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 85 (39、46)

橋本 征道 イーグルポイント 74 (37、37) 糸久 竜輔 宍戸ヒルズ 79 (38、41) 95 小澤 広之 横浜 86 (47、39)

浅野 浩二 ザ ナショナル・千葉 74 (37、37) 矢野 嘉伸 キャスコ花葉 79 (35、44) 彦坂 裕一 成田ハイツリー 86 (44、42)

戸張 智和 藤ヶ谷 74 (37、37) 56 佐藤 充利 成田ハイツリー 80 (43、37) 窪田 恵介 イーグルポイント 86 (42、44)

三ツ井 雅貴 芙蓉 74 (36、38) 丸山 鉄光 太平洋・御殿場 80 (40、40) 白倉 雄太 東松苑 86 (42、44)

遠藤 優太 本千葉 74 (36、38) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 80 (40、40) 99 八木 勇乃輔 ザ・竜ヶ崎 87 (48、39)

遠山 武志 横浜 74 (35、39) 白井 伸明 東京国際 80 (40、40) 坂元 孝広 浜野 87 (47、40)

19 榎本 雄文 多摩 75 (40、35) 児玉 博 太平洋・御殿場 80 (39、41) 木村 宜正 大利根 87 (46、41)

布川 義久 袖ヶ浦 75 (38、37) 土田 吉美 桜 80 (39、41) 齋藤 巖 総武 87 (45、42)

滝本 雄一 ブリック＆ウッド 75 (38、37) 猿山 隆二 八王子 80 (38、42) 川島 健二 セントラル 87 (45、42)

瀧澤 信二 ロイヤルスター 75 (37、38) 齊藤 誠一 ロイヤルスター 80 (37、43) 岩澤 伸明 平川 87 (41、46)

早川 友己 メイプルポイント 75 (37、38) 64 石毛 慎吾 鶴舞 81 (41、40) 105 仁藤 敦史 多摩 88 (49、39)

伊藤 勝 鹿島の杜 75 (37、38) 鈴木 雅弘 ニッソー 81 (40、41) 山田 廣樹 メイプルポイント 88 (43、45)

25 中上 浩三 浜野 76 (40、36) 山川 弘介 GMG八王子 81 (40、41) 107 永田 正人 南総 89 (45、44)

今井 悟 ザ・竜ヶ崎 76 (38、38) 谷村 朋昭 鷹之台 81 (39、42) 堀口 直樹 長太郎 89 (45、44)

髙橋 薫 ザ・竜ヶ崎 76 (38、38) 吉野 文規 岡部チサン 81 (39、42) 宮原 正美 アバイディング 89 (44、45)

成塚 義治 浜野 76 (38、38) 69 安部 景一 川越 82 (43、39) 110 増田 勇樹 PGM南市原 92 (43、49)

高橋 一君博 総武 76 (37、39) 上畠 哲 オリムピック 82 (41、41) 欠場 有川 潤 レイク相模

衣笠 洋司 八王子 76 (37、39) 澤島 則弘 袖ヶ浦 82 (40、42) 欠場 宮下 真一 石岡ウエスト

小林 隆寿 紫 76 (36、40) 河野 淳一 鷹之台 82 (39、43) 欠場 奥山 竜也 成田ハイツリー

32 竹内 正己 川越 77 (41、36) 土門 英司 川越 82 (39、43) 欠場 中川 貴裕 浜野

磯崎 太作 成田ハイツリー 77 (40、37) 吉松 昌弘 キャスコ花葉 82 (39、43) 欠場 久保田 慎 東名厚木

谷口 修一 カレドニアン 77 (39、38) 藤平 康法 皐月･佐野 82 (39、43) 欠場 渡邊 毅晴 南総

濱本 行記 下秋間 77 (38、39) 田中 耕太郎 浜野 82 (39、43) 欠場 及川 芳裕 ロイヤルスター

村上 和隆 石岡ウエスト 77 (38、39) 高橋 賢吉 多摩 82 (38、44) 欠場 松本 浩太郎 PGM南市原

晝間 秀計 葉山国際 77 (37、40) 深谷 泰宏 南総 82 (37、45) 欠場 久保 秀成 メイプルポイント

佐藤 一俊 ニッソー 77 (36、41) 79 櫻田 厚 東名厚木 83 (43、40) 欠場 吉原 伸一 グレンオークス

39 佐原 忠志 南総 78 (41、37) 加藤 隆広 成田東 83 (43、40) 欠場 石山 達也 ザ ナショナル・千葉

対馬 徳人 鶴舞 78 (40、38) 有田 孝司 姉ヶ崎 83 (42、41) 欠場 榎夲 和正 八王子

8月19日(金)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

浜野ゴルフクラブ( 6952Yards   Par 72 )


