
会場：

期日：

エントリー： 98名

出場： 89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 中村 正美 小田原･松田 66 (33、33) 伊藤 耕治 扶桑 77 (39、38) 82 飯泉 博志 白水 87 (47、40)

2 風間 智行 小田原･松田 71 (36、35) 岡本 聡 戸塚 77 (39、38) 83 山崎 仁 多摩 88 (48、40)

三上 光彦 富士箱根 71 (35、36) 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 77 (39、38) 84 川原 修 富士箱根 89 (45、44)

4 森 光弘 葉山国際 72 (37、35) 44 安藤 弘 富士宮 78 (41、37) 85 髙木 圭一 青梅 90 (49、41)

杉山 倫久 平塚富士見 72 (36、36) 山本 充 鶴舞 78 (41、37) 86 大原 一浩 富士小山 91 (52、39)

金森 祐介 富士チサン 72 (36、36) 助川 光徳 富士チサン 78 (40、38) 87 市川 祐司 オリムピック 92 (50、42)

曽根 大介 豊岡国際 72 (34、38) 飯澤 亜樹 三島 78 (39、39) 88 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 94 (52、42)

8 野村 卓洋 平塚富士見 73 (39、34) 関口 洋一 平塚富士見 78 (39、39) 棄権 渡辺 昭男 富士チサン

斉藤 清裕 東名 73 (38、35) 阿部 元則 凾南 78 (37、41) 欠場 鈴木 昭彦 三島

鈴木 正和 修善寺 73 (38、35) 50 渡邊 真羽 富士 79 (42、37) 欠場 飯田 悠也 宍戸ヒルズ

半田 昭博 皆川城 73 (37、36) 市川 裕久 甲斐駒 79 (41、38) 欠場 門倉 章治 戸塚

12 山ノ上 利充 秦野 74 (40、34) 大沼 貴史 小田原･松田 79 (41、38) 欠場 長島 英樹 富士平原

- 以 上、 予 選 通 過 － 渡邊 貞男 リバー富士 79 (40、39) 欠場 鈴木 栄一 南摩城

高橋 昌美 ヴィンテージ 74 (40、34) 林 融 豊岡国際 79 (40、39) 欠場 三堀 秀樹 芦の湖

樋渡 雅俊 小田原･松田 74 (39、35) 安達 光宣 リバー富士 79 (38、41) 欠場 日比生 泰宏 相模原

鈴木 聡史 富士宮 74 (38、36) 大柳 博也 立川国際 79 (37、42) 欠場 鷺 一成 太平洋・御殿場

名取 輝高 諏訪湖 74 (36、38) 57 伊東 勝也 鶴舞 80 (43、37) 欠場 酒匂 洋治 戸塚

17 比留間 育洋 カレドニアン 75 (38、37) 柳本 常雄 オリムピック 80 (40、40)

鈴木 亮司 ギャツビイ 75 (38、37) 臼井 将男 葉山国際 80 (40、40)

中跡 朝臣 富士宮 75 (38、37) 皆藤 慎太郎 フレンドシップ 80 (38、42)

屋代 亮 大厚木 75 (38、37) 61 元田 賢一郎 太平洋・御殿場 81 (45、36)

平井 寛章 豊岡国際 75 (38、37) 高橋 洋平 オリムピック 81 (44、37)

秋山 佳輝 伊東 75 (37、38) 貴志 彰英 太平洋・御殿場 81 (41、40)

塩澤 錠司 リバー富士 75 (36、39) 大場 歓 埼玉国際 81 (39、42)

24 袖山 哲朗 新千葉 76 (42、34) 65 保住 朋之 平塚富士見 82 (44、38)

堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 76 (41、35) 大高 弘昭 浜松シーサイド 82 (43、39)

岩崎 寛之 伊豆にらやま 76 (40、36) 岩橋 雅一 戸塚 82 (43、39)

平本 達哉 相模原 76 (39、37) 渡邉 泰広 メイプルポイント 82 (38、44)

茅野 弘喜 諏訪湖 76 (39、37) 69 岩本 陽一郎 オリムピック 83 (45、38)

土井 致萬 リバー富士 76 (38、38) 三橋 寛 浜松シーサイド 83 (44、39)

富松 和彦 初穂 76 (37、39) 奥津 久史 富士平原 83 (44、39)

阿部 和生 ホロン 76 (37、39) 眞々田 恒久 紫 83 (42、41)

塩谷 孝光 メイプルポイント 76 (36、40) 73 八巻 朋義 沼津 84 (45、39)

曽根 忠和 東名 76 (36、40) 須藤 拓人 扶桑 84 (44、40)

34 寺本 貢尚 朝霧ジャンボリー 77 (42、35) 釜谷 正宏 富士小山 84 (42、42)

川崎 純 太平洋・御殿場 77 (42、35) 千田 直幸 愛鷹 84 (40、44)

池田 武史 ヴィレッジ東軽井沢 77 (41、36) 榊 紀之 富士チサン 84 (40、44)

大塚 正治 朝霧ジャンボリー 77 (41、36) 78 服部 誠 こだま神川 85 (46、39)

田辺 昌彦 岡部チサン 77 (41、36) 風間 栄治 扶桑 85 (41、44)

菊地 展弘 フジ天城 77 (40、37) 長友 健太 修善寺 85 (41、44)

中川 雅義 沼津 77 (39、38) 81 手塚 哲秀 大熱海国際 86 (44、42)

8月25日(金)

平成29年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 甲斐・駿河コース( 7015Yards   Par 72 )


