
会場：

期日：

エントリー： 115名

出場： 106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 中田 辰悟 大利根 71 (35、36) 倉片 優 武蔵 80 (40、40) 岡 靖久 セゴビア 84 (40、44)

2 冨永 龍介 東京五日市 73 (36、37) 若林 彰 リバー富士 80 (40、40) 83 岡田 義和 武蔵 85 (45、40)

日比生 賢一 武蔵 73 (35、38) 小林 隆寿 東千葉 80 (39、41) 松本 真輔 富里 85 (45、40)

4 坂輪 成章 平川 74 (37、37) 44 白鳥 宏司 袖ヶ浦 81 (42、39) 堀江 茂 イーグルポイント 85 (42、43)

野田 憲正 東京カントリー 74 (36、38) 中本 光 小田原･日動御殿場 81 (41、40) 藤本 鎮 ワンウェイ 85 (42、43)

6 土井 克祥 加茂 75 (39、36) 加瀬 博章 東千葉 81 (41、40) 志賀 裕幸 京 85 (41、44)

津葉井 慎弥 富里 75 (37、38) 中村 成男 袖ヶ浦 81 (41、40) 高橋 敏彦 東名厚木 85 (39、46)

8 良川 卓也 塩原 76 (39、37) 鎌江 文三 小田原･日動御殿場 81 (41、40) 89 小坂 直人 キャスコ花葉 86 (47、39)

石山 博明 総武 76 (39、37) 倉島 保一 真名 81 (40、41) 蓑田 克己 袖ヶ浦 86 (46、40)

福田 亮太 東千葉 76 (38、38) 溝端 隆一 千葉 81 (39、42) 高橋 正紀 千葉国際 86 (42、44)

原田 安浩 ノースショア 76 (38、38) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 81 (39、42) 中村 由一郎 鶴舞 86 (42、44)

佐藤 充利 成田ハイツリー 76 (38、38) 青木 敏行 富士OGM・市原 81 (38、43) 93 北牧 裕幸 長岡 87 (45、42)

海老原 好央 富士笠間 76 (38、38) 西野 耕一郎 立野クラシック 81 (38、43) 澁谷 功 京葉 87 (43、44)

原田 晃 袖ヶ浦 76 (38、38) 指吸 敏彦 麻倉 81 (37、44) 東 紘平 神奈川 87 (42、45)

野口 道男 ブリック＆ウッド 76 (37、39) 55 丹野 富壽 伊豆にらやま 82 (44、38) 96 田中 義仁 相模湖 88 (42、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 高橋 和久 玉造 82 (43、39) 97 伊澤 喜久男 東千葉 89 (42、47)

市原 澄彦 イーグルポイント 76 (37、39) 田村 一美 千葉夷隅 82 (43、39) 98 佐藤 秀樹 富士小山 90 (48、42)

17 佐々木 康夫 鶴舞 77 (40、37) 前田 浩一 オーク・ヒルズ 82 (42、40) 大谷 隆俊 富士OGM・市原 90 (44、46)

渡邉 信之 鹿島の杜 77 (39、38) 崎山 收 相模原 82 (41、41) 100 長島 洋介 真名 91 (47、44)

山本 充 鶴舞 77 (37、40) 関 晴樹 戸塚 82 (41、41) 山下 富生 東京湾 91 (42、49)

渡邉 泰広 メイプルポイント 77 (36、41) 清水 圭 神奈川 82 (41、41) 102 小林 格 京 94 (49、45)

21 伊東 勝也 鶴舞 78 (40、38) 土屋 健次 武蔵 82 (41、41) 伊藤 博通 神奈川 94 (48、46)

大久保 光彦 東松山 78 (40、38) 河田 敏秀 大利根 82 (41、41) 104 井上 洋介 総武 100 (48、52)

栗本 啓二 神奈川 78 (39、39) 久保 真一郎 習志野 82 (40、42) 棄権 荒川 慶量 京葉

今福 浩之 成田GC 78 (39、39) 會田 一 鶴舞 82 (39、43) 棄権 宮本 雄司 龍ヶ崎

齋藤 恭正 成田ハイツリー 78 (38、40) 古川 雅也 平川 82 (39、43) 欠場 八木 伸二 東千葉

山城 康博 館山 78 (36、42) 中村 敦史 富士小山 82 (37、45) 欠場 篠崎 直樹 東京湾

松下 定弘 カレドニアン 78 (36、42) 68 黒田 真彦 京 83 (45、38) 欠場 大久保 太朗 カレドニアン

28 松井 篤 太平洋・御殿場 79 (41、38) 岩崎 哲也 鳩山 83 (43、40) 欠場 成塚 義治 浜野

富松 和彦 初穂 79 (41、38) 糸井 正芳 富士 83 (43、40) 欠場 上重 修 東千葉

二ッ森 義一 東京カントリー 79 (41、38) 石井 一久 麻倉 83 (42、41) 欠場 東 秀明 ロイヤルスター

帰山 雄輔 総武 79 (40、39) 堀切 宗弘 新千葉 83 (40、43) 欠場 幡谷 仙秀 大洗

中田 丈晴 鷹 79 (40、39) 豊田 弘司 万木城 83 (39、44) 欠場 小坂 徳郎 茨城

鈴木 秀俊 鹿野山 79 (40、39) 74 相馬 稔輝 矢板 84 (48、36) 欠場 熊川 賢司 鷹之台

本庄 政哉 鶴舞 79 (40、39) 真辺 則光 総武 84 (45、39)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 79 (39、40) 山田 廣樹 太平洋・御殿場 84 (43、41)

淀川 勇 袖ヶ浦 79 (39、40) 田村 巌 成田ヒルズ 84 (42、42)

37 布川 義久 袖ヶ浦 80 (42、38) 佐藤 充浩 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (42、42)

伊藤 耕治 扶桑 80 (41、39) 中川 正弘 ブリック＆ウッド 84 (42、42)

大場 歓 埼玉国際 80 (41、39) 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 84 (41、43)

篠塚 猛人 東千葉 80 (41、39) 藤沼 拓人 入間 84 (41、43)

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7ブロック予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース( 6803Yards   Par 72 )


