
会場：

期日：

エントリー： 102名

出場： 98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 庄司 由 東千葉 67 (34、33) 佐藤 雅彦 東京五日市 80 (40、40) 澤井 均 東千葉 87 (42、45)

2 原田 晃 袖ヶ浦 70 (35、35) 小倉 雄治郎 総武 80 (37、43) 遊佐 哲 カレドニアン 87 (40、47)

3 田渕 土志夫 カレドニアン 72 (35、37) 和田 和己 千葉 80 (37、43) 84 市原 澄彦 イーグルポイント 88 (46、42)

4 良川 卓也 塩原 73 (36、37) 44 岩堀 眞規 カレドニアン 81 (47、34) 崎山 收 相模原 88 (46、42)

細谷 祐生 鹿島の杜 73 (36、37) 山本 広市 総武 81 (42、39) 庄司 文明 川越グリーン 88 (44、44)

和田 貴之 栃木ヶ丘 73 (36、37) 島 政和 カレドニアン 81 (42、39) 87 真実井 浩亮 伊勢原 89 (49、40)

7 小見山 和也 カレドニアン 74 (35、39) 芦沢 幸太郎 平川 81 (41、40) 東 秀明 ロイヤルスター 89 (43、46)

三橋 好文 成田ヒルズ 74 (35、39) 松下 宗嗣 カレドニアン 81 (40、41) 堀切 宗弘 新千葉 89 (40、49)

9 前田 男 嵐山 75 (37、38) 松丸 佳孝 成田東 81 (40、41) 90 佐藤 晴一 習志野 92 (47、45)

増田 高彦 新千葉 75 (36、39) 鷺 一成 太平洋・御殿場 81 (36、45) 91 石山 博明 姉ヶ崎 93 (46、47)

西川 幸一郎 相模湖 75 (35、40) 51 中尾 隆幸 南総 82 (41、41) 藤田 幹雄 カレドニアン 93 (45、48)

12 杉山 稔 総武 76 (41、35) 平林 泰彦 カレドニアン 82 (40、42) 93 中川 正弘 ブリック＆ウッド 94 (48、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 後藤 浩 JGM セベバレステロス 82 (38、44) 94 成田 寛之 小田原･松田 95 (46、49)

猿山 隆二 カレドニアン 76 (40、36) 片岡 弘幸 上総モナーク 82 (37、45) 95 会田 陽一 カレドニアン 96 (51、45)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 76 (38、38) 55 帰山 雄輔 総武 83 (45、38) 96 高田 豪 東京五日市 98 (49、49)

加藤 友樹 成田東 76 (38、38) 天野 仙志 ロイヤルスター 83 (45、38) 97 赤堀 雅行 イーグルポイント 101 (54、47)

松下 定弘 カレドニアン 76 (37、39) 柴田 聡 カレドニアン 83 (43、40) 棄権 大久保 学 花生

17 飯塚 悟 きみさらず 77 (38、39) 小池 雅司 東京五日市 83 (42、41) 欠場 中村 昌弘 平川

小田島 幸治郎 京 77 (38、39) 和田 敏郎 成田ヒルズ 83 (40、43) 欠場 鈴木 豊人 カレドニアン

瀬口 直嗣 東千葉 77 (37、40) 高橋 健 成田東 83 (40、43) 欠場 日高 利夫 カレドニアン

渡部 美和 鹿野山 77 (37、40) 61 岩崎 哲也 鳩山 84 (43、41) 欠場 宮下 雄一 浜野

21 番場 常彦 カレドニアン 78 (42、36) 青山 正幸 勝浦 84 (42、42)

関本 勝 上総モナーク 78 (40、38) 小西 治幸 総武 84 (42、42)

河野 淳一 袖ヶ浦 78 (38、40) 高橋 一君博 総武 84 (41、43)

白石 哲也 相模原 78 (38、40) 65 杉谷 英純 カレドニアン 85 (45、40)

飯岡 勝利 ロイヤルスター 78 (35、43) 渡辺 明彦 カレドニアン 85 (44、41)

26 鈴木 秀恒 カレドニアン 79 (42、37) 浅野 勝己 栃木ヶ丘 85 (43、42)

大浦 寛 鹿島の杜 79 (42、37) 石井 勉 JGM セベバレステロス 85 (43、42)

村田 達勇 成田ヒルズ 79 (41、38) 渡邊 毅晴 南総 85 (43、42)

中上 浩三 浜野 79 (41、38) 堀江 茂 イーグルポイント 85 (41、44)

芝田 進弘 麻倉 79 (40、39) 岩井 竜太 カレドニアン 85 (40、45)

成毛 浩之 ブリック＆ウッド 79 (39、40) 72 齊 和彦 カレドニアン 86 (44、42)

小川 貴央 新千葉 79 (38、41) 伊藤 健志 きみさらず 86 (43、43)

冨永 勝 総武 79 (38、41) 安東 正治 カレドニアン 86 (41、45)

玉置 勝 カレドニアン 79 (38、41) 75 山崎 仁 多摩 87 (46、41)

奥山 昌宏 鹿島の杜 79 (38、41) 鵜野 喜憲 高根 87 (45、42)

山本 浩 我孫子 79 (37、42) 高木 歩 ブリック＆ウッド 87 (45、42)

37 戸田 光太郎 我孫子 80 (43、37) 齊藤 章宣 総武 87 (45、42)

衣笠 洋司 カレドニアン 80 (42、38) 渡 明弘 カレドニアン 87 (45、42)

橋本 哲夫 総武 80 (41、39) 鈴木 秀俊 鹿野山 87 (45、42)

谷内 三千夫 カレドニアン 80 (40、40) 水田 文生 ブリック＆ウッド 87 (43、44)

8月25日(火)

平成27年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6893Yards   Par 72 )


