
会場：

期日：

エントリー： 137名

出場： 129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 中跡 朝臣 富士宮 70 (36、34) 小川 文平 サンヒルズ 78 (38、40) 津久井 孝一 太平洋・佐野ヒルクレスト 83 (44、39) 123 秦 晴彦 中津川 91 (49、42)

2 柴田 博文 ザ・レイクス 71 (38、33) 厚ヶ瀬 学 メイプルポイント 78 (37、41) 内田 圭信 武蔵野 83 (42、41) 田中 宏樹 ワンウェイ 91 (47、44)

3 三上 哲人 メイプルポイント 72 (36、36) 43 菊地 展弘 フジ天城 79 (40、39) 野村 幸晴 東京よみうり 83 (42、41) 125 古屋 佳男 武蔵 94 (48、46)

木下 輝洋 皐月･佐野 72 (35、37) 吉越 修 立科 79 (39、40) 斉藤 清裕 東名 83 (41、42) 後藤 達也 伊豆にらやま 94 (42、52)

山口 大介 中央都留 72 (33、39) 高橋 敏彦 東名厚木 79 (38、41) 小池 勉 姉ヶ崎 83 (40、43) 127 小室 誠 鳩山 95 (47、48)

6 屋代 亮 大厚木 73 (35、38) 内村 淳也 オリムピック 79 (37、42) 長田 真木 甲斐駒 83 (40、43) 128 山崎 仁 多摩 96 (43、53)

7 島村 敏 八王子 74 (38、36) 饒田 剛央 東京国際 79 (37、42) 萩野 邦宏 皐月･佐野 83 (39、44) 失格 清水 啓量 ノーザン錦ヶ原

黒滝 公彦 オリムピックナショナル 74 (37、37) 寺西 謙治 チェックメイト 79 (37、42) 伊藤 貴史 相模野 83 (39、44) 欠場 上畠 哲 オリムピック

茅野 弘喜 諏訪湖 74 (36、38) 森口 貴資 太平洋・御殿場 79 (37、42) 牧野 純也 府中 83 (39、44) 欠場 山上 利行 太平洋・佐野ヒルクレスト

福富 祥倫 栗橋國際 74 (35、39) 板橋 哲也 富士小山 79 (37、42) 91 青島 順 富士小山 84 (42、42) 欠場 平川 裕秋 東名

11 遠藤 大介 川越 75 (39、36) 佐藤 秀樹 富士小山 79 (37、42) 塩谷 孝光 メイプルポイント 84 (42、42) 欠場 鈴木 修 富士

田中 孝幸 立科 75 (38、37) 52 吉田 勉 オリムピック 80 (42、38) 鈴木 富康 寄居 84 (41、43) 欠場 武 恵一 ザ・レイクス

齋 和彦 東京クラシック 75 (38、37) 羽石 有宜 栗橋國際 80 (41、39) 田邉 光男 飯能 84 (41、43) 欠場 博山 守 清川

宮下 恵 万木城 75 (37、38) 篠崎 琢哉 関越ハイランド 80 (41、39) 安藤 秀二 浜野 84 (41、43) 欠場 峯澤 克之 メイプルポイント

東 幸司 オリムピック 75 (37、38) 鈴木 昌弥 津久井湖 80 (41、39) 佐々木 修二 東名 84 (40、44) 欠場 井上 盛夫 東京クラシック

清水 圭 相模湖 75 (36、39) 中井 信吾 伊豆にらやま 80 (41、39) 原田 慶一郎 太平洋・佐野ヒルクレスト 84 (39、45)

村山 浩伸 オリムピックナショナル 75 (35、40) 籠手田 安朗 大厚木 80 (41、39) 98 榎夲 和正 メイプルポイント 85 (45、40)

- 以 上、 予 選 通 過 － 出浦 功 オリムピック 80 (41、39) 佐藤 充利 成田ハイツリー 85 (44、41)

18 吉田 壮一郎 さいたま 76 (42、34) 小野 竜彦 オリムピック 80 (40、40) 﨑山 一茂 きみさらず 85 (44、41)

水城 雄貴 穂高 76 (39、37) 赤石 怜 東千葉 80 (40、40) 柳 秀熙 立川国際 85 (44、41)

佐藤 礼弥 川越 76 (38、38) 相馬 稔輝 相模湖 80 (39、41) 前田 徳郎 東千葉 85 (43、42)

鳴海 翼 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 栗原 英樹 東名厚木 80 (38、42) 木村 直弘 寄居 85 (41、44)

井田 勇太 長野国際 76 (37、39) 山本 充 鶴舞 80 (38、42) 山田 廣樹 メイプルポイント 85 (41、44)

高村 保 姉ヶ崎 76 (36、40) 玉置 敏光 立川国際 80 (38、42) 木村 宜正 白鳳 85 (40、45)

24 八尾 厚史 東京 77 (39、38) 廣田 剛士 葉山国際 80 (37、43) 濱出 亨 浦和 85 (39、46)

藤本 和大 千葉夷隅 77 (38、39) 66 光信 直長 東千葉 81 (42、39) 107 斉藤 貴己 沼津 86 (44、42)

石井 一功 栗橋國際 77 (38、39) 尾崎 博之 総武 81 (42、39) 村上 啓太 諏訪湖 86 (44、42)

川井 光洋 寄居 77 (36、41) 石井 重次 メイプルポイント 81 (40、41) 中里 匡良 大相模 86 (39、47)

東 英樹 東松山 77 (35、42) 久田 謙 武蔵 81 (39、42) 森屋 英治 河口湖 86 (39、47)

29 榎本 雄文 中津川 78 (41、37) 70 小林 勇一郎 岡部チサン 82 (44、38) 111 武田 法久 万木城 87 (44、43)

小山 宏充 長野 78 (41、37) 金子 清 津久井湖 82 (41、41) 田中 義仁 相模湖 87 (44、43)

小玉 雅 烏山城 78 (41、37) 福田 正平 セゴビア 82 (41、41) 武内 孝文 寄居 87 (42、45)

鈴木 亮司 ギャツビイ 78 (40、38) 上條 英二 秋山 82 (41、41) 114 當麻 正貴 浦和 88 (45、43)

小島 哲志 伊豆にらやま 78 (40、38) 中野 秀樹 赤羽 82 (40、42) 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 88 (42、46)

鈴木 秀幸 鹿沼 78 (40、38) 辺土名 芳彦 河口湖 82 (40、42) 116 大神田 巧 河口湖 89 (46、43)

山口 賢哉 浜松シーサイド 78 (39、39) 伊藤 泰介 立川国際 82 (40、42) 工藤 哲人 富士 89 (44、45)

野村 卓洋 平塚富士見 78 (38、40) 小林 賢三 オリムピック 82 (40、42) 118 小鳥 英樹 大利根 90 (48、42)

大橋 祐樹 メイプルポイント 78 (38、40) 坂入 光 大利根 82 (39、43) 美和 健一郎 習志野 90 (47、43)

海老原 隆仁 キャスコ花葉 78 (38、40) 丸山 稔弘 カレドニアン 82 (37、45) 寒河江 義則 中山 90 (45、45)

野村 匡弘 姉ヶ崎 78 (38、40) 榎本 幸和 オリムピック 82 (37、45) 山本 博英 常陽 90 (44、46)

竹内 浩典 富士小山 78 (38、40) 81 小澤 潤也 中央道晴ヶ峰 83 (47、36) 平井 浩史 嵐山 90 (42、48)

8月17日(金)

平成30年関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

メイプルポイントゴルフクラブ( 6870Yards   Par 72 )


