
会場：

期日：
エントリー： 141名

出場： 131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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 和田 博 袖ヶ浦 70 (36、34) 大柳 博也 立川国際 79 (39、40) 川井 光洋 寄居 83 (43、40) 髙木 圭一 青梅 89 (46、43)

2 高橋 薫 高坂 71 (36、35) 国近 和寿 千葉桜の里 79 (38、41) 佐藤 力 美里 83 (43、40) 市井 太一 石坂 89 (46、43)

3 小山 宏充 長野 73 (37、36) 岡本 聡 戸塚 79 (38、41) 平田 圭一郎 寄居 83 (42、41) 河野 幸久 鴻巣 89 (45、44)

小野 竜彦 オリムピック 73 (37、36) 今井 大輔 岡部チサン 79 (38、41) 伊藤 公雄 東松苑 83 (42、41) 江川 健一 平川 89 (44、45)

5 佐藤 礼弥 川越 74 (38、36) 45 杉山 大作 大宮国際 80 (41、39) 高橋 幸一 川越 83 (41、42) 127 萩原 則之 東千葉 90 (48、42)

6 田中 孝幸 立科 75 (40、35) 新井 義弘 日高 80 (41、39) 柳澤 稔 森林公園 83 (41、42) 桜井 真澄 武蔵松山 90 (46、44)

岡田 睦広 レーサム 75 (39、36) 横山 和希 東松苑 80 (41、39) 白金 満明 鴻巣 83 (41、42) 129 牧瀬 正 カレドニアン 92 (41、51)

廣部 清隆 館山 75 (36、39) 飯塚 隆 熊谷 80 (41、39) 廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 83 (39、44) 130 菅原 章治 大平台 93 (45、48)

關橋 光一 飯能グリーン 75 (36、39) 門倉 章治 戸塚 80 (41、39) 90 津村 竜浩 日高 84 (44、40) 棄権 木村 立児 嵐山

10 大日 健 寄居 76 (40、36) 内田 裕 美里 80 (40、40) 伊藤 幸信 入間 84 (43、41) 欠場 千葉 泰基 成田GC

山内 一晃 サンヒルズ 76 (40、36) 高橋 敬二 川越 80 (40、40) 中道 剛 東松苑 84 (43、41) 欠場 山内 義昭 JGM高崎ベルエア

西野 伸幸 森林公園 76 (39、37) 近藤 博 日高 80 (40、40) 白戸 翔 森林公園 84 (43、41) 欠場 加藤 啓輔 ブリック＆ウッド

松本 光央 鷹 76 (39、37) 長江 幸夫 さいたま 80 (40、40) 篠 慶弥 飯能 84 (42、42) 欠場 新田 鐘大 妙高

菅野 智次郎 猿島 76 (38、38) 土田 晃成 さいたま梨花 80 (39、41) 角田 卓也 グリーンパーク 84 (42、42) 欠場 小谷野 文孝 飯能

加藤 光一 越生 76 (38、38) 太田 秀樹 エーデルワイス 80 (39、41) 水城 雄貴 穂高 84 (41、43) 欠場 清水 啓量 ノーザン錦ヶ原

浅野 博司 浦和 76 (38、38) 榎本 善重 湘南シーサイド 80 (39、41) 山崎 一成 高根 84 (41、43) 欠場 柳澤 達哉 戸塚

平林 浩二 都留 76 (37、39) 新井 匠 秋山 80 (39、41) 菅野 大太 秋山 84 (40、44) 欠場 野口 正和 鷹

竹澤 功泰 大日向 76 (37、39) 佐野 知大 サンコー72 80 (38、42) 99 安部 景一 川越 85 (46、39) 欠場 和田 雅英 東京五日市

- 以 上、 予 選 通 過 － 59 森村 光二 あづみ野 81 (44、37) 萩野 貴久 熊谷 85 (44、41) 欠場 永田 秀行 日高

19 菊池 知己 嵐山 77 (39、38) 後藤 栄治 かすみがうらOGM 81 (43、38) 工藤 哲人 富士 85 (42、43)

小山 明宏 日高 77 (39、38) 鈴木 洋 成田GC 81 (42、39) 渡邉 裕史 オリムピック 85 (40、45)

川上 雅利 こだま神川 77 (38、39) 天川 主税 サンヒルズ 81 (42、39) 岡 時彦 浦和 85 (40、45)

秋山 肇 熊谷 77 (38、39) 青山 正幸 勝浦 81 (41、40) 佐藤 秀樹 美里 85 (39、46)

宮下 淳志 立科 77 (38、39) 平田 芳治 湘南シーサイド 81 (41、40) 鈴木 富康 寄居 85 (39、46)

松下 公哉 森林公園 77 (38、39) 高橋 洋平 オリムピック 81 (41、40) 106 川村 直樹 神奈川 86 (45、41)

中澤 貞利 彩の森 77 (38、39) 嶌田 真一 富士小山 81 (41、40) 竹之内 秀一 大平台 86 (44、42)

長沢 昌彦 サンヒルズ 77 (37、40) 渡 明弘 カレドニアン 81 (40、41) 早坂 宏幸 鹿沼 86 (44、42)

小林 賢司 森林公園 77 (37、40) 竹内 正己 川越 81 (40、41) 嶋田 順一 高坂 86 (43、43)

渡邉 明稔 森林公園 77 (37、40) 伊藤 雅章 長野 81 (39、42) 大林 竜一 青梅 86 (43、43)

29 小林 正志 森林公園 78 (41、37) 吉越 修 立科 81 (39、42) 山川 忠男 ルーデンス 86 (42、44)

奥山 竜也 東松苑 78 (40、38) 鈴木 昌弥 津久井湖 81 (38、43) 阿部 和弘 湘南シーサイド 86 (42、44)

早川 守 セゴビア 78 (40、38) 72 横地 良介 寄居 82 (43、39) 武内 孝文 寄居 86 (41、45)

下野 修照 鹿沼 78 (39、39) 川口 智宏 埼玉国際 82 (43、39) 114 岩田 吉弘 大厚木 87 (45、42)

朝見 賢光 津久井湖 78 (39、39) 前田 和彦 さいたま 82 (41、41) 貫井 紀之 埼玉国際 87 (44、43)

小池 希吏人 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 石井 稔晃 日高 82 (41、41) 稲田 裕行 豊科 87 (43、44)

市川 清 森林公園 78 (37、41) 堀口 晴雄 ツインレイクス 82 (41、41) 落合 直人 寄居 87 (43、44)

36 浜田 義信 あさひヶ丘 79 (42、37) 守屋 繁治 ザ ナショナル・埼玉 82 (41、41) 内村 利成 エーデルワイス 87 (41、46)

工藤 隆司 戸塚 79 (40、39) 滝澤 泰三 習志野 82 (40、42) 119 澤田 英介 熊谷 88 (44、44)

落合 滋 さいたま梨花 79 (40、39) 来住野 忠之 さいたま 82 (39、43) 新井 一之 あさひヶ丘 88 (44、44)

野妻 秋美 鹿沼 79 (40、39) 有山 利男 鳩山 82 (38、44) 上原 一憲 石坂 88 (42、46)

鎌田 栄一 栃木ヶ丘 79 (39、40) 81 嶋田 茂 石坂 83 (47、36) 122 浦山 久志 東松苑 89 (46、43)

8月23日(火)

平成28年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

森林公園ゴルフ倶楽部 ( 6939Yards   Par 72 )


