
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 136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 服部 滋多 白帆 71 (35、36) 嶋野 菊治 平川 78 (37、41) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 82 (37、45) 123 川瀬 裕介 オーク・ヒルズ 88 (45、43)

松下 宗嗣 カレドニアン 71 (35、36) 東 紘平 神奈川 78 (37、41) 83 前田 浩一 オーク・ヒルズ 83 (44、39) 澳原 広明 浦和 88 (45、43)

3 馬場 輝雄 八幡 73 (36、37) 山城 康博 館山 78 (36、42) 小川 健司 霞台 83 (42、41) 池田 正志 オーク・ヒルズ 88 (44、44)

才記 正明 扶桑 73 (35、38) 44 澁谷 功 京葉 79 (43、36) 熊谷 隆 ザ・ジャパン 83 (42、41) 新田 昌広 姉ヶ崎 88 (41、47)

5 林 恵一 船橋 74 (39、35) 谷繁 元信 府中 79 (42、37) 岩田 和広 小田原･松田 83 (41、42) 佐藤 喜三夫 平川 88 (40、48)

山下 博由 小田原･日動御殿場 74 (37、37) 大久保 芳治 千葉夷隅 79 (42、37) 松林 太一郎 日高 83 (41、42) 128 佐藤 雅和 オーク・ヒルズ 89 (46、43)

河野 淳一 袖ヶ浦 74 (36、38) 松下 定弘 カレドニアン 79 (42、37) 雨宮 寛 平川 83 (41、42) 石井 勉 中山 89 (43、46)

8 神保 操 凾南 75 (37、38) 肥野 竜也 ギャツビイ 79 (41、38) 浜島 佳弘 千葉 83 (41、42) 130 蒔田 高史 房総 90 (42、48)

岩橋 正治 茨城 75 (37、38) 久保 真一郎 習志野 79 (41、38) 塚﨑 孝 東松山 83 (41、42) 131 佐々木 政一 きみさらず 91 (43、48)

杉山 稔 総武 75 (36、39) 長島 洋介 真名 79 (40、39) 磯山 喜一 茨城 83 (41、42) 132 金森 圭史朗 日高 92 (46、46)

11 坂輪 成章 平川 76 (40、36) 奥田 堅太郎 中山 79 (40、39) 高橋 洋 マグレガー 83 (40、43) 133 長浜 浄 相模野 101 (54、47)

光山 成夫 東名 76 (39、37) 高井 聡 岩瀬桜川 79 (40、39) 山本 哲也 平川 83 (40、43) 134 内海 武郎 姉ヶ崎 102 (44、58)

勝又 正浩 東京 76 (38、38) 柿沼 博司 皆川城 79 (39、40) 岡田 裕幸 メイプルポイント 83 (40、43) 棄権 山菅 利彦 イーグルポイント

大久保 学 花生 76 (38、38) 平山 芳照 ノースショア 79 (39、40) 淀川 勇 袖ヶ浦 83 (39、44) 棄権 市川 義勝 水戸

Tulathimutte Kan 石岡 76 (37、39) 佐藤 高文 高麗川 79 (39、40) 守屋 玄 平川 83 (39、44) 欠場 大森 規雄 平川

橋本 天山 源氏山 76 (36、40) 石橋 良一也 秦野 79 (39、40) 97 箕輪 進 東京よみうり 84 (43、41) 欠場 飯塚 悟 きみさらず

宇田川 義幸 茨城 76 (36、40) 菅沼 哲二 平川 79 (38、41) 小笠原 信 東京よみうり 84 (43、41) 欠場 中澤 貞利 彩の森

- 以 上、 予 選 通 過 － 大原 俊弘 グレンオークス 79 (37、42) 斉藤 正人 南総 84 (42、42) 欠場 内山 大介 オーク・ヒルズ

宮田 玲 あさひヶ丘 76 (35、41) 59 小原 和久 房総 80 (43、37) 谷村 朋昭 中山 84 (42、42) 欠場 高橋 信一 平川

19 遠藤 優太 本千葉 77 (39、38) 山本 将嗣 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (41、39) 前田 秀樹 木更津 84 (41、43) 欠場 幡谷 仙秀 大洗

入江 健太郎 あさひヶ丘 77 (38、39) 松並 良 秦野 80 (40、40) 大木 陽亮 カレドニアン 84 (41、43) 欠場 飯田 悠也 宍戸ヒルズ

伊藤 健志 きみさらず 77 (38、39) 宮崎 公英 オーク・ヒルズ 80 (40、40) 細野 敏彦 武蔵野 84 (39、45) 欠場 福山 憲一 習志野

永田 昭二 ノースショア 77 (38、39) 堀内 健 千葉国際 80 (39、41) 104 加藤 裕之 富士 85 (45、40)

光山 富夫 横浜 77 (38、39) 田中 克幸 鎌ヶ谷 80 (38、42) 根本 幸範 水戸 85 (44、41)

遠山 武志 横浜 77 (38、39) 武藤 浩司 平川 80 (38、42) 高橋 睦樹 中山 85 (43、42)

藤城 博美 玉造 77 (37、40) 和田 考行 相模野 80 (38、42) 石川 秀人 成田GC 85 (43、42)

鈴木 秀兵 東松苑 77 (36、41) 67 荻原 栄 平川 81 (41、40) 今福 浩之 東京 85 (42、43)

中村 由一郎 鶴舞 77 (36、41) 岡野 史樹 木更津 81 (41、40) 関谷 幸三 成田ヒルズ 85 (40、45)

28 蕪木 登 ブリック＆ウッド 78 (41、37) 布川 義久 袖ヶ浦 81 (40、41) 110 大沼 英次 南茂原 86 (46、40)

丸 忠利 房総 78 (40、38) 後藤 肇克 美浦 81 (40、41) 石毛 慎吾 鶴舞 86 (45、41)

信岡 史将 成田GC 78 (40、38) 鈴木 淳一 横浜 81 (40、41) 中馬 秀興 ノースショア 86 (44、42)

河田 泰弘 アスレチックガーデン 78 (40、38) 勝田 兵吉 成田GC 81 (39、42) 泉水 忠 ニッソー 86 (43、43)

児玉 博 太平洋・御殿場 78 (40、38) 鈴木 正一郎 龍ヶ崎 81 (38、43) 伊藤 治 袖ヶ浦 86 (41、45)

袖山 哲朗 新千葉 78 (40、38) 菅谷 明 鹿島の杜 81 (38、43) 櫟本 健夫 ブリック＆ウッド 86 (40、46)

中本 光 小田原･日動御殿場 78 (39、39) 帰山 雄輔 総武 81 (37、44) 116 日暮 浩之 藤ヶ谷 87 (44、43)

上迫 友貴 太平洋・御殿場 78 (39、39) 76 米山 省吾 オーク・ヒルズ 82 (43、39) 大久保 訓 嵐山 87 (44、43)

大部 一成 平川 78 (39、39) 吉原 明裕 新千葉 82 (42、40) 藤原 昭彦 静ヒルズ 87 (44、43)

岡村 善裕 平川 78 (38、40) 後藤 浩 JGM セベバレステロス 82 (41、41) 村上 雄太 南総 87 (43、44)

渡部 美和 鹿野山 78 (38、40) 木元 公二 日高 82 (40、42) 増田 暁 総武 87 (42、45)

倉島 保一 真名 78 (38、40) 柿岡 啓介 麻倉 82 (39、43) 杉本 博史 船橋 87 (40、47)

大塚 崇弘 扶桑 78 (38、40) 曽根 忠和 東名 82 (37、45) 杉中 勇太 鎌ヶ谷 87 (40、47)

8月20日(月)

平成30年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

平川カントリークラブ( 6807Yards   Par 72 )


