
会場：

期日：

エントリー： 98名

出場： 67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 勝田 兵吉 成田GC 71 (38、33) 斉藤 正人 南総 81 (40、41) 欠場 瀬尾 徹 南総

2 堀井 慎也 上総モナーク 73 (37、36) 清野 誠 伊勢原 81 (37、44) 欠場 戸田 光法 山田

3 吉原 明裕 新千葉 74 (39、35) 43 高柳 淳孝 葉山国際 82 (42、40) 欠場 宮下 宜嗣 グレンオークス

牛尾 雄一 東京湾 74 (36、38) 高橋 洋 マグレガー 82 (40、42) 欠場 根本 宏幸 本千葉

5 勝又 正浩 東京 75 (39、36) 45 上畠 哲 真名 83 (42、41) 欠場 山田 武史 JGM セベバレステロス

信岡 史将 成田GC 75 (38、37) 46 谷内 三千夫 カレドニアン 84 (44、40) 欠場 豊巻 裕紀 京葉

前田 男 岡部チサン 75 (37、38) 袖山 哲朗 新千葉 84 (44、40) 欠場 浅井 武夫 アスレチックガーデン

豊田 学 葉山国際 75 (37、38) 岩崎 三男 本千葉 84 (43、41) 欠場 村上 雄太 南総

9 光山 富夫 横浜 76 (40、36) 中村 英明 千葉国際 84 (40、44) 欠場 小林 勇一郎 岡部チサン

佐藤 雅彦 東京五日市 76 (39、37) 千北 光仁 チェックメイト 84 (40、44) 欠場 馬目 時宗 成田GC

河野 真一 千葉桜の里 76 (39、37) 51 福山 茂 グレンオークス 85 (46、39) 欠場 首代 明秀 南総

渡部 順 鶴舞 76 (38、38) 52 小林 祐介 東千葉 86 (45、41) 欠場 速水 浩二 府中

森本 正博 グレンオークス 76 (38、38) 齋藤 正作 麻倉 86 (45、41) 欠場 上原 真次郎 南総

- 以 上、 予 選 通 過 － 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 86 (44、42) 欠場 藤田 政嗣 ロイヤルスター

東 幸司 オリムピック 76 (38、38) 関根 範丈 麻倉 86 (40、46) 欠場 中田 靖人 セントラル

15 広見 誠 南総 77 (39、38) 56 芝田 進弘 麻倉 87 (47、40) 欠場 門田 実 新千葉

宮下 雄一 浜野 77 (39、38) 笊畑 浩樹 ブリック＆ウッド 87 (46、41) 欠場 前田 信吾 中山

細谷 和敏 かすみがうらOGM 77 (38、39) 猪股 英昭 平塚富士見 87 (46、41)

中島 智明 ザ ナショナル・千葉 77 (38、39) 59 加藤 友樹 成田東 89 (44、45)

19 衣笠 洋司 カレドニアン 78 (41、37) 60 星野 英彦 太平洋・御殿場 92 (47、45)

鈴木 正樹 キングフィールズ 78 (41、37) 61 岡村 善裕 平川 93 (45、48)

眞崎 敏寛 南総 78 (40、38) 62 柳下 俊明 平塚富士見 96 (42、54)

長尾 福治郎 成田GC 78 (40、38) 63 菅田 正道 東京 101 (49、52)

樋渡 雅俊 小田原･松田 78 (40、38) 失格 鈴木 國也 伊勢原

塩田 一史 白鳳 78 (38、40) 失格 高井 聡 岩瀬桜川

関本 勝 上総モナーク 78 (37、41) 棄権 小松崎 卓 マナ

26 榎本 雄文 中津川 79 (43、36) 棄権 小山 雄二 浜野

沼田 茂昭 富里 79 (43、36) 欠場 八尾 厚史 東京

猿山 隆二 カレドニアン 79 (41、38) 欠場 伊勢 直史 レインボーヒルズ

中上 浩三 浜野 79 (39、40) 欠場 長谷川 太郎 平川

四宮 安彦 千葉夷隅 79 (39、40) 欠場 村越 典彰 鹿野山

渡部 美和 鹿野山 79 (38、41) 欠場 寺島 久史 ブリック＆ウッド

田中 秀幸 南総 79 (38、41) 欠場 山崎 寿 南総

片岡 弘幸 上総モナーク 79 (38、41) 欠場 外川 栄治 東京

34 水田 文生 ブリック＆ウッド 80 (39、41) 欠場 杉山 耕一郎 ロイヤルスター

片岡 正治 グレンオークス 80 (38、42) 欠場 鈴木 淳一 横浜

36 武藏 圭太 平塚富士見 81 (44、37) 欠場 和田 泰治 房総

小野寺 智夫 南総 81 (43、38) 欠場 永野 雄亮 かずさ

仲村 高穂美 中山 81 (42、39) 欠場 林 剛史 南総

高木 歩 ブリック＆ウッド 81 (41、40) 欠場 和田 考行 相模野

増田 暁 総武 81 (41、40) 欠場 川邉 悦史 立野クラシック

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6ブロック予選競技

南総カントリークラブ 東コース( 6766Yards   Par 72 )


