
2022年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　111名

於：鳩山カントリークラブ(6,979yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

松田 直也 袖ヶ浦 76 岡野 智弘 PGM石岡 84 船橋 数晃 岡部チサン 85 嶋野 菊治 加茂 81

金子 貴司 オーク・ヒルズ 74 上條 五大 穂高 74 川崎 邦朗 龍ヶ崎 76 安藤 琢磨 PGM石岡 86

西村 真太郎 足利 75 中田 丈晴 鷹 81 酒巻 栄太 真名 74 金子 壽波留 水戸 84

比留間 育洋 カレドニアン 80 清 良成 千葉 82 竹石 要佑 筑波 79

増田 秀仁 クリアビュー 83 千北 嘉太 太平洋・御殿場 75 若林 徹 鹿沼プレミア 83 白金 満明 岡部チサン 79

横山 昌弘 キャスコ花葉 75 久田 謙 武蔵 72 岩下 泰佳 オリムピック・レイクつぶらだ 83 三原 洋介 プレステージ 81

大日 健 寄居 79 前田 高志 朝霧ジャンボリー 72 澤田 信弘 茨城 77 岩田 和広 小田原･松田 83

前田 晃希 東松苑 74 榎本 剛 東名厚木 78 馬場 輝雄 鹿野山 83 鈴木 貴士 大日向 79

河野 将人 サニー 74 関澤 誠 嵐山 78 牧野 純也 府中 84 吹野 耕一 富士笠間 82

髙野 隆 鷹之台 73 松島 明仁 太田双葉 74 荒川 英二 PGM総成 81 谷繁 元信 府中 80

和田 博 八王子 77 石毛 誠 南摩城 75 小原 淳 愛鷹 70 義見 康介 東名厚木 83

佐藤 竜介 浜野 79 柳澤 信吾 袖ヶ浦 79 山野 貴之 鷹之台 82 大隅 正史 足利 76

高橋 雅也 嵐山 75 山上 玄明 富士チサン 82 飯塚 裕一 藤岡 80 風間 智行 富士レイクサイド 81

千野 英樹 太平洋・御殿場 80 宮下 雄一 浜野 75 山本 健次郎 浜野 82 黒滝 公彦 オリムピックナショナル 79

北山 健太郎 ラインヒル 79 金田 崇宏 筑波 80 増本 有作 太平洋・御殿場 77 小野 竜彦 オリムピック 82

山中 将次 PGM石岡 76 内山 貴之 鷹之台 86 田村 直樹 アスレチックガーデン 79

鈴木 優也 津久井湖 74 鈴木 隆之 米原 77 石井 勉 中山 89 木部 正己 サザンクロス 74

原 克宣 富士レイクサイド 79 吉山 公章 伊香保GC 74 平田 芳治 湘南シーサイド 79 髙橋 利哉 姉ヶ崎 75

半田 昭博 皆川城 80 大沼 貴史 鎌倉 77 大久保 正博 宇都宮 75 坂輪 成章 浜野 70

松田 永基 太平洋・御殿場 79 太田 智喜 浜野 78 松本 光央 鷹 76

高橋 一誠 嵐山 77 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 85 張田 巧 矢板 80

斉野 恵康 太平洋・御殿場 75 片山 貴由 ロイヤルスター 77 平本 達哉 相模原 80

水上 晃男 鷹之台 73 飯島 慎平 八王子 73 澁谷 功 京葉 79

野代 雅樹 千葉国際 79 中村 英明 浜野 75 柳澤 賢仁 嵐山 79

古敷谷 亮 葉山国際 82 岩橋 史弥 富士レイクサイド 75

長野 智之 フレンドシップ 77 横尾 厚志 サザンクロス 81

関 茂生 岡部チサン 77 鈴木 克到 飯能グリーン 87

小島 一純 太田双葉 89 豊島 豊 東千葉 68

小林 大輔 袖ヶ浦 82 野田 憲正 東京カントリー 80

木﨑 亮太 白帆 80 高瀬 清美 赤城国際 74

杉山 稔 総武 78 松井 宏之 妙義 80

村越 元彰 石坂 81

横須賀 可典 希望丘 80 松並 良 秦野 74

前田 男 太平洋・御殿場 73 小松崎 博 JGM笠間 76

神田 秀樹 修善寺 76 細谷 祐生 鹿島の杜 77

山口 祐介 鎌ヶ谷 77

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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