
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 榎本 剛 東名厚木 66 (32、34) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 80 (39、41) 小林 勇一郎 岡部チサン 86 (40、46)

2 木部 正己 サザンクロス 70 (35、35) 秋山 佳輝 伊東 80 (39、41) 83 森崎 豪 津久井湖 87 (44、43)

3 千北 嘉太 太平洋・御殿場 72 (36、36) 谷口 信輝 太平洋・御殿場 80 (39、41) 向川 勝利 ミオス菊川 87 (43、44)

4 飯塚 裕一 藤岡 73 (37、36) 萩野 邦宏 皐月･佐野 80 (38、42) 天門 原動 ロイヤルスター 87 (40、47)

荒川 英二 PGM総成 73 (36、37) 45 岡田 陽太 嵐山 81 (43、38) 86 寺西 謙治 チェックメイト 88 (48、40)

横尾 厚志 サザンクロス 73 (35、38) 浅井 武夫 アスレチックガーデン 81 (41、40) 根岸 昭二 伊豆にらやま 88 (45、43)

7 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 74 (38、36) 鈴木 昌弥 津久井湖 81 (41、40) 石井 宏典 凾南 88 (44、44)

8 神田 秀樹 修善寺 75 (40、35) 庄野 潤一 セントラル 81 (41、40) 藤原 昭彦 静ヒルズ 88 (44、44)

前田 高志 朝霧ジャンボリー 75 (38、37) 廣瀬 信行 小田原･松田 81 (41、40) 村上 信一 ギャツビイ 88 (43、45)

中田 丈晴 鷹 75 (33、42) 寺本 貢尚 朝霧ジャンボリー 81 (40、41) 金村 利光 茨城 88 (43、45)

11 前田 男 太平洋・御殿場 76 (37、39) 中村 能章 上総モナーク 81 (40、41) 柿木 良夫 鳩山 88 (43、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 飯島 勝徳 つくばね 81 (40、41) 関 克成 東松山 88 (41、47)

12 森 光弘 葉山国際 77 (41、36) 清水 圭 相模湖 81 (39、42) 94 竹田 壮吉 レンブラント御殿場 89 (43、46)

貞廣 祐孝 東名 77 (39、38) 三上 光彦 富士箱根 81 (38、43) 池田 武史 太平洋・御殿場 89 (42、47)

原木 克訓 富士宮 77 (38、39) 55 倉持 昭 つくばね 82 (45、37) 東 英樹 東松山 89 (42、47)

屋代 亮 大厚木 77 (38、39) 新井 匠 北の杜 82 (43、39) 八尾 厚史 東京 89 (41、48)

清水 道徳 富士宮 77 (37、40) 原田 安浩 ノースショア 82 (43、39) 栗林 大輔 武蔵 89 (40、49)

加藤 忠男 沼津 77 (37、40) 長友 健太 富士宮 82 (43、39) 99 早坂 俊則 皐月･佐野 90 (47、43)

小宮 太一 花生 77 (35、42) 塩澤 宣丈 ギャツビイ 82 (41、41) 植野 暁彦 リバー富士 90 (45、45)

仁部 武士 ディアレイク 77 (35、42) 白井 貴之 アスレチックガーデン 82 (40、42) 瀬谷 真大 つくばね 90 (42、48)

遠又 啓仁 リバー富士 77 (35、42) 国本 雄資 太平洋・佐野ヒルクレスト 82 (38、44) 102 梶原 裕輝 寄居 92 (50、42)

垣守 博 富士チサン 77 (34、43) 浅田 和孝 東名 82 (38、44) 平本 隼人 津久井湖 92 (49、43)

22 鈴木 豪 美浦 78 (41、37) 63 安藤 秀二 浜野 83 (43、40) 谷口 弘孝 オリムピック・レイクつぶらだ 92 (44、48)

金森 祐介 富士チサン 78 (39、39) 塚﨑 孝 東松山 83 (43、40) 105 榎本 善重 湘南シーサイド 95 (47、48)

守屋 満 上野原 78 (39、39) 太田 秀樹 東松山 83 (42、41) 酒井 上 つくばね 95 (46、49)

岡田 光史 嵐山 78 (39、39) 松浦 勝志 葛城 83 (41、42) 107 赤津 裕次郎 箱根 96 (52、44)

大島 秀樹 浜松シーサイド 78 (39、39) 三橋 寛 浜松シーサイド 83 (41、42) 礒田 淳一 龍ヶ崎 96 (48、48)

岩崎 寛之 伊豆にらやま 78 (38、40) 68 村上 雄太 南総 84 (45、39) 109 春尾 信昭 小田原･松田 99 (52、47)

泉 毅 大厚木 78 (38、40) 三上 悦夫 富士見ヶ丘 84 (43、41) 棄権 長島 英樹 富士平原

菊地 展弘 フジ天城 78 (37、41) 小野寺 利丸 太平洋・御殿場 84 (43、41) 欠場 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド

30 国本 京佑 太平洋・佐野ヒルクレスト 79 (40、39) 飯澤 亜樹 東名 84 (40、44) 欠場 小野 哲也 松本

中村 和真 東名 79 (39、40) 大久保 光彦 東松山 84 (40、44) 欠場 杉山 賢治 本厚木

受井 哲男 総武 79 (37、42) 73 佐藤 淳 リバー富士 85 (44、41) 欠場 尾崎 博之 総武

33 桑原 智樹 富士チサン 80 (43、37) 安田 啓司 東名厚木 85 (43、42) 欠場 井口 学 東名

安藤 弘 富士宮 80 (42、38) 薄井 嘉宏 オリムピック 85 (43、42) 欠場 猪股 英昭 平塚富士見

木下 弘志 葛城 80 (42、38) 長田 真木 甲斐駒 85 (42、43) 欠場 高瀬 基次 飯能

大村 宗志 浜松シーサイド 80 (41、39) 柏木 和樹 フジ天城 85 (42、43) 欠場 中村 正美 小田原･松田

後藤 一久 東名 80 (40、40) 大森 豊 東松山 85 (42、43) 欠場 田中 康士 フレンドシップ

中跡 朝臣 富士宮 80 (40、40) 上原 久幸 東松山 85 (41、44) 欠場 宮下 昌俊 松本

勝又 正浩 東京 80 (40、40) 80 大石 智久 レンブラント御殿場 86 (45、41)

八巻 朋義 沼津 80 (40、40) 熊田 貴之 大厚木 86 (44、42)

8月15日(月)

関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第9ブロック予選競技

葛城ゴルフ倶楽部 山名コース( 6806Yards   Par 72 )


