
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 杉山 稔 総武 74 (37、37) 鈴木 幹也 大洗 81 (41、40) 鈴木 正信 JGM セベバレステロス 87 (45、42)

山口 祐介 鎌ヶ谷 74 (36、38) 永野 和也 成田 81 (39、42) 岡 靖久 セゴビア 87 (44、43)

3 酒巻 栄太 真名 75 (40、35) 43 村山 浩伸 武蔵 82 (44、38) 倉片 優 武蔵 87 (42、45)

4 安藤 琢磨 PGM石岡 76 (38、38) 岡本 拓 葉山国際 82 (43、39) 85 難波 紀幸 成田 88 (45、43)

谷繁 元信 府中 76 (36、40) 萬代 誠二 久邇 82 (42、40) 森塚 浩 千葉国際 88 (42、46)

6 金子 貴司 オーク・ヒルズ 77 (42、35) 加藤 靖司 鎌ヶ谷 82 (42、40) 田村 晴二郎 鹿沼プレミア 88 (42、46)

若林 徹 鹿沼プレミア 77 (40、37) 松丸 佳孝 成田ヒルズ 82 (41、41) 永竹 正幸 成田 88 (41、47)

金子 壽波留 水戸 77 (39、38) 信岡 史将 成田 82 (41、41) 89 浜田 義信 あさひヶ丘 90 (50、40)

澁谷 功 京葉 77 (39、38) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 82 (40、42) 武田 良 ニッソー 90 (48、42)

日置 一 浜野 77 (38、39) 50 松林 泰嵩 習志野 83 (45、38) 今野 岳史 猿島 90 (45、45)

野代 雅樹 千葉国際 77 (38、39) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 83 (44、39) 92 市川 透 万木城 91 (47、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 森田 敦 総武 83 (43、40) 濱中 敏之 成田 91 (46、45)

12 村井 忠行 カレドニアン 78 (41、37) 伊藤 嘉盛 麻倉 83 (42、41) 福田 義行 成田ヒルズ 91 (44、47)

篠原 裕明 習志野 78 (41、37) 佐藤 雅彦 八王子 83 (42、41) 95 栗原 聖男 メイフラワー 92 (44、48)

五十森 達哉 成田 78 (41、37) 藤城 経真 レインボー 83 (41、42) 96 渡辺 幹夫 総武 93 (51、42)

青木 正一 宍戸ヒルズ 78 (40、38) 佐藤 誠 総武 83 (41、42) 加藤 裕之 千葉 93 (48、45)

李 泰鎭 成田 78 (39、39) 57 柿岡 啓介 成田 84 (44、40) 中原 英 あさひヶ丘 93 (46、47)

清水 隆史 イーグルポイント 78 (39、39) 河田 泰弘 大利根 84 (44、40) 99 大島 孝之 スカイウェイ 94 (47、47)

鈴木 良太 レインボー 78 (38、40) 宮田 玲 あさひヶ丘 84 (43、41) 100 大井 雅敏 霞台 95 (47、48)

芦沢 幸太郎 平川 78 (38、40) 早水 保貴 アスレチックガーデン 84 (43、41) 101 伊澤 喜久男 東千葉 97 (54、43)

佐藤 礼弥 川越 78 (38、40) 森口 貴資 太平洋・御殿場 84 (42、42) 岩田 大右 佐原 97 (47、50)

小山 健一郎 JGM セベバレステロス 78 (37、41) 佐々木 政一 PGMマリア 84 (42、42) 103 山口 洋史 多摩 98 (51、47)

22 吉田 壮一郎 さいたま 79 (42、37) 高木 歩 ブリック＆ウッド 84 (40、44) 棄権 榎本 勝明 新千葉

堀井 慎也 上総モナーク 79 (42、37) 西野 貴浩 佐原 84 (40、44) 棄権 木下 輝洋 セゴビア

大久保 学 花生 79 (42、37) 松井 崇 成田 84 (40、44) 棄権 内堀 翔伍 宍戸ヒルズ

冨田 茂 富士笠間 79 (41、38) 66 村本 雅輝 平川 85 (45、40) 欠場 寺澤 正博 宍戸ヒルズ

本庄 政哉 鶴舞 79 (40、39) 奥村 祥国 真名 85 (44、41) 欠場 大山 和則 アスレチックガーデン

河野 真一 レインボーヒルズ 79 (40、39) 川越 一久 東ノ宮 85 (44、41) 欠場 重南 慶彦 君津香木原

高井 博和 成田ヒルズ 79 (40、39) 岡田 成寛 多摩 85 (42、43) 欠場 落合 盛公 太平洋・御殿場

茂木 秀俊 成田 79 (39、40) 光山 勝則 皐月･佐野 85 (42、43) 欠場 大崎 将行 宍戸ヒルズ

網代 栄一 鶴舞 79 (37、42) 小川 栄一 大熱海国際 85 (42、43) 欠場 後藤 将一 船橋

31 長尾 福治郎 成田 80 (44、36) 黄原 鐵夫 麻倉 85 (42、43) 欠場 大野 秀樹 富里

32 草野 広宗 香取 81 (45、36) 末金 成俊 宍戸ヒルズ 85 (40、45) 欠場 青山 正幸 勝浦

小原 剛一 JGM セベバレステロス 81 (43、38) 74 秋池 隆伸 霞台 86 (46、40) 欠場 渡辺 顕展 高根

青木 拓史 猿島 81 (42、39) 小川 恭伸 PGM総成 86 (45、41) 欠場 高野 吉弘 成田ヒルズ

藤田 政嗣 ロイヤルスター 81 (42、39) 竹内 浩 総武 86 (45、41) 欠場 出浦 功 オリムピック

箕山 理 成田 81 (42、39) 花吉 精一 津久井湖 86 (45、41) 欠場 蒲池 誠 習志野

帰山 雄輔 総武 81 (42、39) 森本 正博 総武 86 (44、42) 欠場 津村 竜浩 日高

佐藤 直基 多摩 81 (41、40) 小玉 雅 烏山城 86 (44、42) 欠場 寺川 哲矢 総武

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 片岡 正治 グレンオークス 86 (43、43)

入江 精二 宍戸ヒルズ 81 (41、40) 81 滝沢 愼 猿島 87 (46、41)

8月16日(火)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技

成田ゴルフ倶楽部( 7035Yards   Par 72 )


