
会場：

期日：
エントリー： 91名

出場： 84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 堀江 隆 マナ 71 (35、36) 中上 浩三 浜野 83 (41、42) 棄権 大山 和則 宍戸ヒルズ

2 高橋 健 成田東 72 (36、36) 河野 真一 千葉桜の里 83 (40、43) 棄権 冨田 茂 富士笠間

中村 敦史 富士小山 72 (34、38) 平塚 寛彰 米原 83 (40、43) 棄権 布施 正明 成田東

4 真辺 則光 総武 75 (40、35) 荒井 眞一 筑波 83 (40、43) 欠場 八木 伸二 東千葉

菅谷 明 鹿島の杜 75 (37、38) 清水 啓量 ノーザン錦ヶ原 83 (38、45) 欠場 河野 幸久 鴻巣

猪股 英昭 平塚富士見 75 (37、38) 46 片宗 禎弘 千葉桜の里 84 (44、40) 欠場 平川 裕秋 ロイヤルスター

7 高野 吉弘 成田ヒルズ 76 (38、38) 小山 雄二 浜野 84 (43、41) 欠場 山口 勝示 花生

島田 竜泰 富士OGM・市原 76 (34、42) 48 佐藤 健志 日光 85 (45、40) 欠場 守屋 玄 平川

9 藤城 博美 玉造 77 (39、38) 丸山 淳一 川越 85 (45、40) 欠場 丹治 正義 東千葉

10 上迫 友貴 太平洋・御殿場 78 (41、37) 菊池 幸人 富士OGM・市原 85 (44、41) 欠場 天野 仙志 ロイヤルスター

二ッ森 義一 東京カントリー 78 (40、38) 小野寺 智夫 南総 85 (42、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 宮田 広人 皆川城 85 (40、45)

上村 努 東筑波 78 (40、38) 成毛 浩之 成田ヒルズ 85 (38、47)

飯岡 弘臣 つくばね 78 (39、39) 54 家泉 英明 東千葉 86 (43、43)

平尾 大吾 習志野 78 (38、40) 吉田 幸二郎 紫 86 (42、44)

和田 敏郎 成田ヒルズ 78 (37、41) 加藤 友樹 成田東 86 (40、46)

谷口 英樹 JGM セベバレステロス 78 (35、43) 山本 哲也 平川 86 (39、47)

17 村上 雄太 南総 79 (40、39) 58 川村 直樹 神奈川 87 (47、40)

山田 英憲 ニッソー 79 (39、40) 大橋 祐樹 メイプルポイント 87 (42、45)

杉山 稔 総武 79 (39、40) 川手 龍之進 成田ヒルズ 87 (41、46)

村田 達勇 成田ヒルズ 79 (39、40) 永井 耕一 レインボーヒルズ 87 (40、47)

21 浅田 哲也 富士笠間 80 (42、38) 62 松田 永基 清川 88 (46、42)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 80 (41、39) 横澤 三男 ニッソー 88 (45、43)

藤本 鎮 ワンウェイ 80 (39、41) 平野 豪 紫 88 (44、44)

坪井 隆 セゴビア 80 (39、41) 角田 晶洋 土浦 88 (44、44)

関 茂生 岡部チサン 80 (39、41) 松丸 佳孝 成田東 88 (43、45)

柴崎 充雅 レインボーヒルズ 80 (37、43) 67 廣瀬 浩二 栃木 89 (43、46)

27 田村 浩一 太平洋・御殿場 81 (44、37) 北牧 裕幸 長岡 89 (43、46)

森 文徳 成田ヒルズ 81 (43、38) 門田 一弘 成田ヒルズ 89 (41、48)

飯田 将人 JGM セベバレステロス 81 (42、39) 70 箕山 理 成田GC 90 (40、50)

三橋 好文 成田ヒルズ 81 (41、40) 71 高井 博和 成田ヒルズ 91 (48、43)

武藤 浩司 平川 81 (39、42) 深山 雅由 袖ヶ浦 91 (45、46)

鈴木 秀兵 東松苑 81 (39、42) 実成 俊也 総武 91 (44、47)

吉松 昌弘 成田ヒルズ 81 (39、42) 岡 靖久 セゴビア 91 (41、50)

森田 正浩 大洗 81 (37、44) 75 箕輪 進 東京よみうり 92 (46、46)

35 高木 歩 ブリック＆ウッド 82 (44、38) 76 長浜 浄 相模野 95 (51、44)

36 大浦 寛 鹿島の杜 83 (43、40) 77 辺土名 芳彦 河口湖 96 (47、49)

岡田 直己 千葉 83 (42、41) 78 海野 克己 猿島 97 (49、48)

堀切 宗弘 東千葉 83 (41、42) 79 本庄 政哉 鶴舞 100 (53、47)

光山 成夫 東名 83 (41、42) 田口 節夫 米原 100 (48、52)

松脇 隆 成田ヒルズ 83 (41、42) 棄権 久保 弘文 かすみがうらOGM

8月23日(水)

平成29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

成田ヒルズカントリークラブ( 6642Yards   Par 72 )


