
平成28年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　130名

於：長岡カントリー倶楽部　東・西コース(6907yards Par72)
1番(東コース)よりスタート 10番(西コース)よりスタート

小原 淳 愛鷹 79 高橋 薫 高坂 76 中野 正義 富士笠間 79 嶋野 菊治 加茂 82

平本 達哉 相模原 79 坂輪 成章 平川 76 上村 努 東筑波 80 原田 安浩 ノースショア 82

小寺 聡司 習志野 79 窪田 一樹 スプリングフィルズ 76 進藤 祥史 扶桑 80 田中 孝幸 立科 83

吉田 勉 オリムピック 79 吉原 明裕 新千葉 76 廣部 清隆 館山 80 鎌滝 順久 富里 83

高村 保 姉ヶ崎 79 坪井 浩一 相模原 76 遠藤 大介 川越 80 佐藤 礼弥 川越 83

中跡 朝臣 富士宮 79 森 光弘 葉山国際 76 小川 文平 サンヒルズ 80 岡部 成哲 東京 83

星野 節二 長岡 79 佐藤 秀明 小千谷 76 白石 哲也 相模原 80 大塚 正治 朝霧ジャンボリー 83

勝田 兵吉 成田GC 79 斉野 恵康 GMG八王子 76 梅澤 吉朗 初穂 80 海老澤 唯 鎌倉 83

和田 貴之 栃木ヶ丘 78 福富 祥倫 クリスタル 75 加藤 光一 越生 80 中田 辰悟 大利根 83

金岡 治久 新千葉 78 太田 智喜 富士笠間 75 鷺 一成 太平洋・御殿場 80 遠山 武志 横浜 83

信岡 史将 成田GC 78 竹内 規晃 東京国際 75 長島 英樹 富士平原 80 森本 正博 グレンオークス 84

大神田 巧 河口湖 78 小野 竜彦 オリムピック 75 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 80 菊地 展弘 フジ天城 84

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 78 岡田 睦広 レーサム 75 屋代 亮 大厚木 80 守屋 克則 中津川 84

金澤 徹 扶桑 78 小松崎 博 東筑波 75 渡邊 真羽 富士 80 牛尾 雄一 東京湾 84

舘浦 圭 千葉 78 亀井 隆 唐沢 75 今井 亘 香取 80 尾上 良明 鎌ヶ谷 84

金森 祐介 富士チサン 78 高橋 一誠 岡部チサン 75 吉田 直樹 袖ヶ浦 80 野口 道男 ブリック＆ウッド 84

竹石 要佑 筑波 78 原田 晃 袖ヶ浦 74 関 英将 草津 80 豊田 学 葉山国際 84

才記 正明 扶桑 78 風間 智行 小田原･松田 74 竹原 洋行 横浜 80 佐藤 喜三夫 平川 84

鈴木 貴士 大日向 78 吹野 耕一 富士笠間 74 松下 宗嗣 カレドニアン 81 海老原 好央 富士笠間 84

植木 俊宏 皆川城 78 松本 光央 鷹 74 宮田 玲 あさひヶ丘 81 竹澤 功泰 大日向 85

良川 卓也 塩原 77 金 浩延 宇都宮 73 勝又 正浩 東京 81 金井 俊輔 相模湖 85

原 克宣 小田原･松田 77 渡辺 顕展 高根 73 小形 勝利 鎌ヶ谷 81 宇佐美 正仁 龍ヶ崎 85

金井 篤司 岡部チサン 77 水上 晃男 袖ヶ浦 73 上迫 友貴 太平洋・御殿場 81 中山 和昭 大洗 86

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 77 中村 正美 小田原･松田 73 石山 博明 総武 81 平林 浩二 都留 86

福田 亮太 東千葉 77 鈴木 優也 津久井湖 70 日比生 賢一 武蔵 81 光山 富夫 横浜 87

野田 憲正 東京カントリー 77 冨永 龍介 東京五日市 70 柳澤 信吾 袖ヶ浦 81 鈴木 雅弘 ニッソー 87

義澤 秀雄 東名厚木 77 高野 隆 柏崎 72 茅野 弘喜 諏訪湖 81 石井 一功 クリスタル 87

菅家 政博 東雲 77 木村 利治 水戸グリーン 72 佐藤 雅彦 東京五日市 82

前田 男 岡部チサン 76 大日 健 寄居 82 佐藤 充利 成田ハイツリー 87

山内 一晃 サンヒルズ 76 菅野 智次郎 猿島 82 渡部 順 鶴舞 88

後藤 貴浩 サンレイク 77 河野 真一 千葉桜の里 82 中澤 文行 草津 88

和田 博 袖ヶ浦 77 張田 巧 矢板 82

小山 宏充 長野 76 松丸 佳孝 成田東 82

金子 光規 府中 76 岡田 光史 嵐山 82

田中 良博 寄居 76 関 徹也 赤城国際 82

土井 克祥 加茂 76 西野 伸幸 森林公園 82

※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

10 8:51 26 8:51

32 9:458:24

33 9:54

8:15

9 8:42 25

31

8:42

8 8:33 24 8:33

9:366 8:15

16 9:45

22

7 8:24 23

15 9:36

14 9:27 30 9:278:065 8:06

9:093 7:48

13 9:18

19 7:48

29 9:18

12 9:09 28

4

21

7:57 20

7:30

27 9:00

7:57

2 7:39 18 7:39

1 7:30

11 9:00

17

組 時間 氏　　名 所属 SCORESCORE

9月29日(木)

組 時間 氏　　名 所属 SCORE 組 時間 氏　　名 所属 SCORE 組 時間 氏　　名 所属


