
会場：

期日：

エントリー： 151名

出場： 143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 岡田 睦広 レーサム 71 (38、33) 厚澤 克俊 鴻巣 79 (40、39) 髙橋 薫 ザ・竜ヶ崎 84 (44、40) 市川 浩 妙義 88 (44、44)

2 深澤 勝彦 大利根 74 (38、36) 嶋田 茂 石坂 79 (40、39) 長谷川 剛広 石地シーサイド 84 (44、40) 田村 次郎 那須小川 88 (42、46)

井川 智一郎 初穂 74 (37、37) 高橋 薫 高坂 79 (40、39) 秋山 肇 熊谷 84 (44、40) 125 菅原 章治 大平台 89 (47、42)

4 尾崎 勉 白水 75 (39、36) 44 萩野 貴久 熊谷 80 (43、37) 太田 秀樹 オリムピックナショナル 84 (44、40) 廣瀬 浩二 栃木 89 (46、43)

土田 恭章 藤岡 75 (38、37) 柳澤 文彦 妙義 80 (43、37) 大谷 隆俊 霞ヶ関 84 (43、41) 矢ケ崎 隆夫 ギャツビイ 89 (45、44)

阿部 祐希 湯田上 75 (38、37) 冨田 茂 富士笠間 80 (42、38) 篠 慶弥 飯能 84 (43、41) 田辺 昌彦 岡部チサン 89 (45、44)

大日 健 寄居 75 (38、37) 白金 満明 鴻巣 80 (41、39) 北村 和秋 石地シーサイド 84 (43、41) 金子 壽波留 水戸 89 (44、45)

髙山 知晃 千葉 75 (38、37) 関 徹也 赤城国際 80 (41、39) 江黒 勉 鴻巣 84 (43、41) 130 笹原 雅樹 栃木ヶ丘 90 (42、48)

小原 健嗣 千葉 75 (37、38) 大谷 日出雄 大平台 80 (40、40) 谷沢 正一 桜 84 (42、42) 131 菊名 浩行 東松苑 91 (49、42)

10 後藤 貴浩 矢板 76 (40、36) 中澤 文行 草津 80 (40、40) 大野 武志 霞ヶ関 84 (42、42) 新井 健一郎 熊谷 91 (48、43)

鈴木 隆之 平川 76 (40、36) 寺村 義美 千葉 80 (40、40) 橋本 要 ザ・竜ヶ崎 84 (41、43) 高雄 章 ノーザン錦ヶ原 91 (48、43)

梅澤 吉朗 初穂 76 (40、36) 52 湯澤 隆宣 千葉 81 (43、38) 水上 政宏 岡部チサン 84 (40、44) 城福 健行 桜 91 (44、47)

丸山 晋一郎 太平洋・御殿場 76 (39、37) 今泉 潤一 かすみがうらOGM 81 (42、39) 94 小島 伸和 東松苑 85 (47、38) 135 伊勢呂 哲也 立川国際 92 (48、44)

14 高畑 尚康 狭山 77 (42、35) 村木 徳親 飯能パーク 81 (42、39) 福井 伸二 武蔵 85 (46、39) 136 江藤 征弘 立野クラシック 93 (48、45)

中村 正臣 浅見 77 (40、37) 鎌田 栄一 栃木ヶ丘 81 (42、39) 山田 繁喜 鳩山 85 (46、39) 137 中原 美晴 大平台 94 (50、44)

長沢 昌彦 サンヒルズ 77 (39、38) 松本 光央 鷹 81 (42、39) 清水 剛 ザ・レイクス 85 (45、40) 小林 孝之助 あさひヶ丘 94 (47、47)

渡辺 幹根 日光 77 (39、38) 坂巻 浩孝 千葉 81 (41、40) 高橋 敬二 川越 85 (45、40) 小坂 直人 キャスコ花葉 94 (45、49)

大塚 次郎 ツインレイクス 77 (39、38) 村井 忠行 東京五日市 81 (41、40) 落合 滋 さいたま梨花 85 (44、41) 140 青木 敏行 富士OGM・市原 95 (53、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 岡田 貴弘 ノーザン錦ヶ原 81 (39、42) 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 85 (44、41) 141 藤波 寿一 太平洋・佐野ヒルクレスト 96 (49、47)

田村 敏明 小千谷 77 (39、38) 廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 81 (38、43) 今井 悟 ザ・竜ヶ崎 85 (43、42) 142 髙田 佳和 富士笠間 98 (51、47)

生澤 良太 鳩山 77 (38、39) 61 古池 陽太 さいたま梨花 82 (46、36) 西野 耕一郎 立野クラシック 85 (43、42) 菊地 健太郎 大宮国際 98 (50、48)

高山 恵輔 石坂 77 (36、41) 宝地戸 展幸 高坂 82 (43、39) 野口 政夫 佐野 85 (43、42) 欠場 森 信幸 高根

高橋 聡 鴻巣 77 (35、42) 今井 大輔 岡部チサン 82 (42、40) 川上 智彦 武蔵松山 85 (43、42) 欠場 小林 且雄 鴻巣

23 岩田 吉弘 大厚木 78 (42、36) 本橋 修一 霞ヶ関 82 (42、40) 竹馬 正広 長岡 85 (42、43) 欠場 野口 正和 鷹

滝沢 勲 ニッソー 78 (41、37) 川上 雅利 鳩山 82 (42、40) 加藤 明夫 大平台 85 (42、43) 欠場 成松 光一郎 大厚木

渡辺 顕展 高根 78 (40、38) 滝沢 信也 草津 82 (41、41) 菊池 竜文 千葉 85 (42、43) 欠場 新海 雅之 岡部チサン

久保 昂史 杉ノ郷 78 (40、38) 宮﨑 雅也 千葉 82 (41、41) 長谷川 大輔 南長野 85 (41、44) 欠場 福田 亮太 東千葉

伊藤 雅章 長野 78 (39、39) 藤田 誠 千葉 82 (41、41) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 85 (40、45) 欠場 大瀧 初明 メイレイクヒルズ

船橋 数晃 岡部チサン 78 (39、39) 高田 豪 東京五日市 82 (40、42) 110 白濱 秀樹 長岡 86 (46、40) 欠場 須藤 拓人 大宮国際

小川 直康 JGM セベバレステロス 78 (38、40) 70 竹内 千広 鴻巣 83 (47、36) 松本 武宣 ロイヤル 86 (46、40)

吉野 文規 岡部チサン 78 (37、41) 梅山 明久 伊香保国際 83 (46、37) 竹之内 秀一 大平台 86 (45、41)

31 土門 英司 川越 79 (42、37) 高瀬 基次 オリムピックナショナル 83 (44、39) 河野 幸久 鴻巣 86 (45、41)

植木 俊宏 足利 79 (42、37) 杉木 邦夫 高山 83 (43、40) 114 新井 一之 あさひヶ丘 87 (48、39)

上中 啓史 武蔵松山 79 (42、37) 川村 直樹 神奈川 83 (42、41) 渡辺 信之 大宮国際 87 (47、40)

松尾 晋吾 森林公園 79 (42、37) 繁田 勝 鴻巣 83 (41、42) 谷島 稔 日高 87 (46、41)

川口 智宏 埼玉国際 79 (41、38) 遠藤 仁史 唐沢 83 (40、43) 小池 雅司 東京五日市 87 (42、45)

石渡 和城 阿見 79 (41、38) 赤坂 晋介 日高 83 (39、44) 118 妹尾 正巳 ワンウェイ 88 (48、40)

竹内 貴広 鴻巣 79 (41、38) 78 池田 陽介 武蔵 84 (46、38) 浅香 義徳 千葉 88 (47、41)

藤井 大介 桜 79 (41、38) 河島 慎吾 霞ヶ関 84 (46、38) 粕谷 宇一郎 千葉 88 (47、41)

鶴薗 弘明 立野クラシック 79 (40、39) 鴨志田 翼 鹿沼72 84 (44、40) 斎藤 信一郎 日光 88 (45、43)

亀井 隆 唐沢 79 (40、39) 田中 貴 東京カントリー 84 (44、40) 貝森 恵介 オリムピックナショナル 88 (44、44)

8月16日(木)

平成30年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

鴻巣カントリークラブ( 6983Yards   Par 72 )


