
会場：

期日：

エントリー： 114名

出場： 105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 和田 貴之 ゴールド佐野 73 (38、35) 大久保 正博 宇都宮 80 (41、39) 上代 修大 中山 86 (44、42)

増田 秀仁 クリアビュー 73 (37、36) 高橋 睦樹 中山 80 (41、39) 尾崎 博之 総武 86 (44、42)

3 西野 貴浩 佐原 74 (37、37) 田中 順一 中山 80 (41、39) 福山 憲一 習志野 86 (43、43)

吹野 耕一 富士笠間 74 (37、37) 鈴木 雅弘 ニッソー 80 (40、40) 立石 壮三 中山 86 (43、43)

佐野 充成 館山 74 (37、37) 45 中野 秀昭 富士笠間 81 (43、38) 小林 正幸 中山 86 (43、43)

6 公原 一 総武 75 (39、36) 中島 智明 ザ ナショナル・千葉 81 (42、39) 添田 雅之 小川 86 (43、43)

石井 勉 中山 75 (37、38) 室井 元康 中山 81 (40、41) 佐藤 一朗 おおむらさき 86 (42、44)

松下 宗嗣 カレドニアン 75 (36、39) 吉田 潔 本千葉 81 (39、42) 齋藤 正作 麻倉 86 (41、45)

鈴木 克彦 船橋 75 (35、40) 49 相馬 智人 スカイウェイ 82 (43、39) 90 芋高 信良 JGMやさと石岡 87 (44、43)

10 石渡 和城 阿見 76 (40、36) 鶴町 和久 習志野 82 (42、40) 下村 安敏 佐原 87 (43、44)

伊藤 健志 きみさらず 76 (39、37) 鳥濱 伸八 総武 82 (42、40) 大原 俊弘 グレンオークス 87 (42、45)

増田 高彦 新千葉 76 (38、38) 伊勢 直史 レインボーヒルズ 82 (42、40) 皆川 兼道 中山 87 (42、45)

大谷 日出雄 大平台 76 (38、38) 増渕 努 桜 82 (42、40) 宮崎 公英 オーク・ヒルズ 87 (41、46)

高橋 和博 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 作田 賢一 中山 82 (41、41) 95 宮田 玲 あさひヶ丘 88 (46、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 西埜 誠洋 大平台 82 (40、42) 齋藤 巖 総武 88 (44、44)

飯塚 裕一 藤岡 76 (38、38) 山口 祐介 鎌ヶ谷 82 (40、42) 97 滝沢 勲 ニッソー 89 (48、41)

16 櫻井 正己 富士笠間 77 (40、37) 池田 輝雄 中山 82 (39、43) 佐藤 誠 玉造 89 (45、44)

木村 和紀 宍戸ヒルズ 77 (40、37) 新井 匠 秋山 82 (39、43) 小野 和男 スカイウェイ 89 (45、44)

飯野 伸一 江戸崎 77 (39、38) 藤井 大介 桜 82 (38、44) 深山 泰弘 袖ヶ浦 89 (44、45)

鈴木 宣弥 鷹之台 77 (39、38) 60 前田 信吾 中山 83 (43、40) 大木 陽亮 石岡 89 (44、45)

加藤 靖司 鎌ヶ谷 77 (38、39) 浜島 貴一 玉造 83 (42、41) 102 仲村 高穂美 中山 90 (44、46)

高村 保 姉ヶ崎 77 (37、40) 谷沢 正一 桜 83 (41、42) 103 堀切 和茂 浅見 91 (48、43)

豊田 学 葉山国際 77 (37、40) 城福 健行 桜 83 (41、42) 104 佐々木 貴志 ニッソー 92 (42、50)

23 遠藤 仁史 唐沢 78 (44、34) 澤越 博幸 武蔵野 83 (41、42) 棄権 塩田 一史 白鳳

西川 幸一郎 府中 78 (41、37) 星野 元守 新千葉 83 (40、43) 欠場 日暮 浩之 藤ヶ谷

勝山 邦彦 千葉 78 (39、39) 馬場 智也 東我孫子 83 (40、43) 欠場 浅野 勝己 栃木ヶ丘

辻下 英良 大厚木 78 (39、39) 渡邊 司 ダイヤグリーン 83 (39、44) 欠場 阿部 工児 茨城

松下 定弘 カレドニアン 78 (39、39) 68 泉水 忠 ニッソー 84 (45、39) 欠場 岡部 成哲 東京

金澤 雅之 富士笠間 78 (39、39) 後藤 浩 JGM セベバレステロス 84 (44、40) 欠場 櫻井 利記 麻倉

関 徹也 赤城国際 78 (39、39) 山下 富生 東京湾 84 (41、43) 欠場 富田 雅之 麻倉

30 小坂 徳郎 茨城 79 (43、36) 志村 哲 猿島 84 (40、44) 欠場 松村 滋基 きみさらず

四分一 武 河口湖 79 (41、38) 小玉 昇 八幡 84 (40、44) 欠場 石毛 昌則 新千葉

遠藤 直樹 立野クラシック 79 (41、38) 73 小林 克昇 総武 85 (44、41) 欠場 矢吹 龍一 水戸グリーン

清川 博 千葉夷隅 79 (41、38) 高橋 誠二 江戸崎 85 (44、41)

細谷 和敏 かすみがうらOGM 79 (41、38) 細谷 和則 富士笠間 85 (43、42)

田中 秀幸 南総 79 (40、39) 尾上 良明 鎌ヶ谷 85 (43、42)

小川 貴央 新千葉 79 (38、41) 浅野 正幸 東千葉 85 (42、43)

37 石毛 慎吾 鶴舞 80 (43、37) 才津 博昭 ニッソー 85 (42、43)

木田 享 ニッソー 80 (43、37) 上野 敬輔 中山 85 (41、44)

奥田 堅太郎 中山 80 (42、38) 関 伸彦 オーク・ヒルズ 85 (41、44)

徳山 隆 総武 80 (41、39) 81 谷村 朋昭 中山 86 (45、41)

8月21日(月)

平成29年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

中山カントリークラブ( 6827Yards   Par 72 )


