
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 147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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 榎本 雄文 中津川 71 (36、35) 乾 伸行 大厚木 77 (37、40) 鎗田 修平 津久井湖 81 (44、37) 岡田 佳也 千葉 85 (44、41)

義澤 秀雄 東名厚木 71 (33、38) 42 松井 篤 太平洋・御殿場 78 (43、35) 加藤 章嘉 東千葉 81 (43、38) 中沢 太 東京国際 85 (43、42)

3 竹内 規晃 東京国際 72 (37、35) 籠手田 安朗 大厚木 78 (41、37) 峰尾 勝 オリムピック 81 (43、38) 岡田 裕幸 メイプルポイント 85 (43、42)

日比生 賢一 武蔵 72 (36、36) 堀内 利信 東京五日市 78 (41、37) 阿藤 晋一郎 青梅 81 (43、38) 島村 敏 八王子 85 (43、42)

小川 文平 サンヒルズ 72 (36、36) 竹内 貴広 鴻巣 78 (41、37) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 81 (42、39) 菅原 稔 中津川 85 (42、43)

6 杉山 賢治 本厚木 73 (38、35) 齊藤 賢司 秩父国際 78 (41、37) 平澤 賢一 キャスコ花葉 81 (40、41) 斉藤 正人 南総 85 (42、43)

和田 考行 相模野 73 (37、36) 椎名 康之 武蔵 78 (40、38) 片野 由次 オリムピック 81 (39、42) 129 佐藤 秀樹 富士小山 86 (48、38)

土井 克祥 加茂 73 (36、37) 海老澤 唯 鎌倉 78 (40、38) 森 信幸 高根 81 (38、43) 池田 靖 総武 86 (46、40)

高橋 一誠 岡部チサン 73 (36、37) 田邉 光男 飯能 78 (39、39) 90 厚澤 克俊 鴻巣 82 (44、38) 梅原 和典 立野クラシック 86 (45、41)

10 福田 亮太 東千葉 74 (37、37) 清水 圭 相模湖 78 (39、39) 大谷 隆俊 富士OGM・市原 82 (44、38) 椿 芳之 江戸崎 86 (43、43)

大野 達朗 武蔵 74 (37、37) 厚ヶ瀬 学 メイプルポイント 78 (38、40) 武藏 圭太 平塚富士見 82 (43、39) 133 相馬 稔輝 矢板 87 (49、38)

肥野 竜也 ギャツビイ 74 (36、38) 小澤 広之 横浜 78 (38、40) 光信 直長 東千葉 82 (42、40) 星野 英彦 太平洋・御殿場 87 (45、42)

中村 勝郁 伊勢原 74 (36、38) 清野 誠 伊勢原 78 (38、40) 宮下 宜嗣 グレンオークス 82 (41、41) 大矢木 正一 姉ヶ崎 87 (44、43)

14 池田 正巳 オリムピック 75 (40、35) 石川 秀人 成田GC 78 (36、42) 青島 順 富士小山 82 (41、41) 136 小林 正尚 レインボー 88 (48、40)

横田 繁夫 八王子 75 (40、35) 55 栗本 啓二 神奈川 79 (42、37) 高橋 信一 平川 82 (41、41) 新倉 浩二 大厚木 88 (47、41)

柴田 博文 ザ・レイクス 75 (39、36) 守屋 克則 中津川 79 (42、37) 鈴木 将範 八王子 82 (40、42) 桑原 広樹 ルーデンス 88 (45、43)

梅澤 武彦 相模原 75 (39、36) 小林 功 岡部チサン 79 (41、38) 三並 恒功 メイプルポイント 82 (39、43) 野月平 章元 大熱海国際 88 (44、44)

宇佐美 正仁 龍ヶ崎 75 (39、36) 榎本 幸和 オリムピック 79 (41、38) 伊原 寿 小田原･松田 82 (39、43) 金子 亨 船橋 88 (44、44)

吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 75 (37、38) 倉林 卓摩 ツインレイクス 79 (40、39) 前山 正隆 富士小山 82 (38、44) 吉松 朋 厚木国際 88 (43、45)

大神田 巧 河口湖 75 (37、38) 弘光 利之 富士笠間 79 (40、39) 101 蛯名 忠親 チェックメイト 83 (45、38) 142 竹内 重雄 チェックメイト 89 (46、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 馬目 時宗 成田GC 79 (39、40) 坂本 光司 総武 83 (44、39) 143 酒主 賢二 富士エース 92 (47、45)

渡辺 顕展 高根 75 (36、39) 石井 重次 メイプルポイント 79 (38、41) 高畑 尚康 武蔵松山 83 (44、39) 144 柳下 俊明 平塚富士見 93 (47、46)

22 志渡 智宏 平塚富士見 76 (42、34) 梯 輝大 龍ヶ崎 79 (37、42) 茂澤 克己 千葉 83 (43、40) 斎藤 剛 サンヒルズ 93 (45、48)

原 克宣 小田原･松田 76 (40、36) 中里 匡良 大相模 79 (37、42) 郡山 崇 東名厚木 83 (43、40) 146 小菅 憲太郎 箱根 95 (48、47)

吉田 直樹 袖ヶ浦 76 (39、37) 65 大鷲 富雄 大秦野 80 (43、37) 白井 伸明 東京国際 83 (42、41) 147 野堀 久司 東京国際 99 (51、48)

鹿島 康裕 相模原 76 (39、37) 松土 勇一 GMG八王子 80 (43、37) 今井 忍 津久井湖 83 (42、41) 欠場 荒川 慶量 京葉

中田 靖人 セントラル 76 (39、37) 深沢 勝彦 船橋 80 (42、38) 高橋 喜之 大相模 83 (42、41) 欠場 野平 忠則 津久井湖

坪井 浩一 相模原 76 (39、37) 寺西 謙治 チェックメイト 80 (42、38) 海老原 隆仁 キャスコ花葉 83 (42、41) 欠場 秋山 定俊 相模原

中原 正人 大相模 76 (38、38) 久保 昂史 杉ノ郷 80 (42、38) 上農 秀人 大厚木 83 (41、42) 欠場 長谷川 太郎 平川

渡邉 信之 鹿島の杜 76 (38、38) 廣瀬 裕 姉ヶ崎 80 (41、39) 長濱 広喜 津久井湖 83 (40、43) 欠場 山内 義昭 JGMベルエア

榎本 剛之 袖ヶ浦 76 (38、38) 金川 基晴 鷹 80 (41、39) 矢ケ崎 隆夫 ギャツビイ 83 (40、43) 欠場 黒田 隆雅 東京国際

光山 富夫 横浜 76 (36、40) 石川 誠剛 箱根 80 (41、39) 渡部 順 鶴舞 83 (39、44) 欠場 竹内 敬人 八王子

32 鈴木 正樹 キングフィールズ 77 (39、38) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 80 (40、40) 114 佐藤 高文 高麗川 84 (47、37) 欠場 上畠 哲 オリムピック

中田 通大 大厚木 77 (39、38) 杉井 俊之 新千葉 80 (39、41) 吉田 文一 高根 84 (47、37) 欠場 川村 哲一 大厚木

北山 茂 川越 77 (39、38) 石橋 重信 レインボー 80 (39、41) 菅本 良治 府中 84 (46、38) 欠場 森川 孝昭 大厚木

吉田 勉 オリムピック 77 (39、38) 小澤 隆 オリムピック 80 (39、41) 菅野 慶太 入間 84 (45、39) 欠場 高橋 幸成 リバーサイドフェニックス

小島 哲志 伊豆にらやま 77 (39、38) 鈴木 隆昭 ノーザン錦ヶ原 80 (38、42) 萩野 邦宏 皐月･佐野 84 (44、40) 欠場 青木 剛 豊岡国際

及川 克彦 富士小山 77 (38、39) 小川 陽一 富士小山 80 (37、43) 佐々木 雅朗 東京国際 84 (43、41) 欠場 安藤 謙一郎 八王子

小林 賢三 オリムピック 77 (38、39) 79 栗生 和幸 府中 81 (45、36) 荻原 敦 大厚木 84 (40、44)

山田 猛 東京五日市 77 (38、39) 玉置 敏光 立川国際 81 (45、36) 待合 勇史 平塚富士見 84 (38、46)

鈴木 淳一 横浜 77 (38、39) 田中 義仁 相模湖 81 (44、37) 122 樋口 新 花生 85 (45、40)

8月24日(木)

平成29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

長竹カントリークラブ( 6552Yards   Par 72 )


