
会場：

期日：

エントリー： 74名

出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡田 光史 嵐山 72 (35、37) 41 大谷 昇 皐月･佐野 81 (40、41)

金井 篤司 岡部チサン 72 (35、37) 田中 俊行 鳩山 81 (39、42)

後藤 貴浩 サンレイク 72 (33、39) 長谷川 壽彦 岡部チサン 81 (38、43)

4 関 徹也 赤城国際 73 (39、34) 44 白 源正 ヨネックス 82 (41、41)

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 73 (35、38) 早乙女 剛史 皐月･佐野 82 (41、41)

星野 節二 長岡 73 (35、38) 波方 孝 十日町 82 (41、41)

7 佐藤 秀明 小千谷 74 (37、37) 関 寿生 小千谷 82 (41、41)

梅澤 吉朗 初穂 74 (37、37) 山本 昌邦 都賀 82 (37、45)

9 関 英将 草津 75 (39、36) 49 川端 和憲 小千谷 83 (42、41)

中澤 文行 草津 75 (39、36) 佐々木 唯史 赤城 83 (41、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 山上 利行 クリスタル 83 (41、42)

中村 勝郁 伊勢原 75 (38、37) 52 渡辺 清明 笹神五頭 84 (43、41)

田村 敏明 小千谷 75 (37、38) 五十嵐 清 富士笠間 84 (42、42)

飯塚 裕一 藤岡 75 (37、38) 阿部 俊幸 秦野 84 (40、44)

松原 満 クリスタル 75 (37、38) 白濱 秀樹 長岡 84 (36、48)

寺澤 正博 宍戸ヒルズ 75 (37、38) 56 金子 義明 長岡 86 (43、43)

大久保 正博 宇都宮 75 (35、40) 高野 政人 高山 86 (41、45)

17 藤井 隆之 伊香保GC 76 (40、36) 58 金井 敬仁 赤城 87 (45、42)

杉山 直樹 赤城 76 (38、38) 曽根 一彦 埼玉国際 87 (43、44)

木村 正伸 伊香保GC 76 (37、39) 高野 敏昭 グリーンヒル長岡 87 (42、45)

阿部 祐希 湯田上 76 (37、39) 61 林 典昭 グリーンヒル長岡 88 (46、42)

大辻 孝司 宍戸ヒルズ 76 (36、40) 62 鈴木 康之 埼玉国際 89 (46、43)

22 市川 隆夫 赤城 77 (39、38) 戸塚 尚夫 妙義 89 (42、47)

松本 博史 クリスタル 77 (39、38) 64 黒石 公一 米山水源 90 (46、44)

滝沢 信也 草津 77 (39、38) 65 塚田 正則 高根 92 (43、49)

久保 昂史 杉ノ郷 77 (38、39) 66 小山 伸行 ヨネックス 93 (47、46)

秋池 隆伸 霞台 77 (37、40) 棄権 渡邉 竜太 秦野

関澤 誠 嵐山 77 (35、42) 棄権 木村 和紀 宍戸ヒルズ

28 志村 和彦 伊香保GC 78 (39、39) 欠場 長谷川 剛広 石地シーサイド

阿部 政則 初穂 78 (38、40) 欠場 久保 秀成 メイプルポイント

伊藤 暢 ヨネックス 78 (37、41) 欠場 星野 友成 嵐山

内田 秀人 さいたま 78 (37、41) 欠場 市川 毅 寄居

32 尾崎 勉 白水 79 (38、41) 欠場 堀 正樹 太田双葉

原田 慶一郎 佐野 79 (38、41) 欠場 田中 友也 赤城国際

西脇 豊 グリーンヒル長岡 79 (38、41)

井川 智一郎 初穂 79 (37、42)

36 東 政二 赤城 80 (41、39)

深井 修次 長岡 80 (39、41)

北村 和秋 石地シーサイド 80 (39、41)

伊禮 進 埼玉国際 80 (39、41)

田辺 昌彦 岡部チサン 80 (38、42)

8月22日(月)

平成28年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

赤城ゴルフ倶楽部 ( 6840Yards   Par 72 )


