
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 138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 後藤 貴浩 矢板 69 (35、34) 中野 秀昭 富士笠間 77 (37、40) 福澤 八起 長太郎 81 (41、40) 松本 武宣 ロイヤル 86 (40、46)

2 篠田 徳明 浅見 71 (37、34) 42 牧長 一喜 千葉国際 78 (39、39) 林 典昭 グリーンヒル長岡 81 (40、41) 124 坪井 隆 セゴビア 87 (47、40)

3 堀江 隆 マナ 72 (37、35) 岡田 一夫 千葉 78 (38、40) 佐藤 竜司 江戸崎 81 (40、41) 古性 利之 常陽 87 (45、42)

東 幸司 オリムピック 72 (35、37) 椿 芳之 江戸崎 78 (38、40) 竹馬 正広 長岡 81 (40、41) 佐藤 邦彦 ノースショア 87 (44、43)

渡邉 信之 鹿島の杜 72 (35、37) 清水 睦夫 取手桜が丘 78 (38、40) 鴨志田 翼 鹿沼72 81 (39、42) 額賀 義朗 鷹之台 87 (42、45)

6 西川 幸一郎 府中 73 (38、35) 染島 義明 つくばね 78 (38、40) 87 中島 智明 ザ ナショナル・千葉 82 (44、38) 岡田 謙二 阿見 87 (41、46)

矢吹 龍一 水戸グリーン 73 (37、36) Tulathimutte Kan 石岡 78 (38、40) 鎌田 栄一 栃木ヶ丘 82 (43、39) 129 大木 陽亮 石岡 88 (43、45)

半田 裕一 富士笠間 73 (36、37) 尾上 良明 鎌ヶ谷 78 (37、41) 仁平 克弥 東筑波 82 (41、41) 花島 尉之 阿見 88 (42、46)

岡野 智弘 石岡 73 (36、37) 池田 武志 ゴルフ5・サニーフィールド 78 (34、44) 荒井 信行 宍戸ヒルズ 82 (40、42) 小谷 純造 宍戸ヒルズ 88 (41、47)

木内 登喜雄 大洗 73 (35、38) 50 山崎 広宣 高根 79 (44、35) 平山 芳照 ノースショア 82 (40、42) 132 関口 正浩 つくばね 89 (44、45)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 73 (35、38) 加藤 一徳 オーク・ヒルズ 79 (41、38) 佐藤 三千男 霞台 82 (40、42) 133 大野 秀樹 富里 90 (48、42)

藤井 幸博 江戸崎 73 (35、38) 友水 基幸 ニッソー 79 (40、39) 森田 正浩 大洗 82 (40、42) 齋藤 巖 総武 90 (46、44)

鈴木 秀幸 塩原 73 (34、39) 井上 政敏 富士笠間 79 (39、40) 鈴木 秀兵 東松苑 82 (40、42) 135 山中 幹之 ゴルフ5・サニーフィールド 91 (46、45)

14 丹羽 基広 小金井 74 (39、35) 武田 良 ニッソー 79 (39、40) 相馬 聡夫 茨城 82 (39、43) 136 川田 政晃 メイフラワー 92 (46、46)

鈴木 雅弘 ニッソー 74 (37、37) 水野 貴司 大洗 79 (39、40) 浅野 正幸 東千葉 82 (38、44) 棄権 大輪 智之 水戸グリーン

小坂 徳郎 茨城 74 (37、37) 額賀 逸朗 船橋 79 (39、40) 山口 祐介 鎌ヶ谷 82 (38、44) 棄権 岡田 直己 千葉

鈴木 清隆 ゴルフ5・サニーフィールド 74 (37、37) 阿部 利治 富士市原 79 (38、41) 98 流 英一 加茂 83 (45、38) 欠場 大須賀 和博 千葉

- 以 上、 予 選 通 過 － 西野 貴浩 佐原 79 (38、41) 田口 達郎 石岡 83 (43、40) 欠場 伊勢 直史 レインボーヒルズ

幸田 恭典 ニッソー 74 (36、38) 今泉 潤一 かすみがうら 79 (38、41) 笹原 雅樹 栃木ヶ丘 83 (42、41) 欠場 金子 昌之 江戸崎

根津 訓光 我孫子 74 (34、40) 寺田 智 ニッソー 79 (37、42) 木村 仁 玉造 83 (42、41) 欠場 小林 孝裕 千葉

20 青木 正一 宍戸ヒルズ 75 (39、36) 川井 一夫 宍戸ヒルズ 79 (35、44) 河野 幸久 鴻巣 83 (42、41) 欠場 毛利 史郎 茨城

小倉 龍 大洗 75 (37、38) 62 後藤 栄治 かすみがうら 80 (42、38) 黒澤 健一 霞台 83 (41、42) 欠場 菅家 政博 東雲

小形 勝利 鎌ヶ谷 75 (36、39) 萩澤 哲也 グリーンヒル長岡 80 (42、38) 金澤 雅之 富士笠間 83 (41、42)

小松崎 博 東筑波 75 (36、39) 福島 哲司 ニッソー 80 (41、39) 清 良成 玉造 83 (40、43)

和田 貴之 ゴールド佐野 75 (36、39) 高橋 和博 宍戸ヒルズ 80 (41、39) 浅野 勝己 栃木ヶ丘 83 (40、43)

浅田 哲也 龍ヶ崎 75 (34、41) 盛永 哲也 取手桜が丘 80 (41、39) 佐々木 章公 ノースショア 83 (38、45)

26 長野 智之 フレンドシップ 76 (40、36) 矢口 敦士 水戸グリーン 80 (41、39) 小暮 大輔 水戸グリーン 83 (38、45)

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 76 (40、36) 海野 洋一 静ヒルズ 80 (40、40) 楠本 純久 セントラル 83 (38、45)

谷沢 正一 桜 76 (39、37) 林 裕一 赤羽 80 (40、40) 110 中村 康彦 小金井 84 (45、39)

植木 俊宏 足利 76 (38、38) 日改 哲也 大洗 80 (40、40) 石原 裕士 東千葉 84 (43、41)

増渕 努 桜 76 (37、39) 公原 一 総武 80 (40、40) 篠崎 英憲 玉造 84 (42、42)

毛塚 佳寿 龍ヶ崎 76 (37、39) 渡部 隆夫 嵐山 80 (40、40) 市村 正義 玉造 84 (41、43)

井坂 昌文 東筑波 76 (36、40) 海老原 好央 富士笠間 80 (39、41) 東 秀明 ロイヤルスター 84 (40、44)

加藤 靖司 鎌ヶ谷 76 (35、41) 大久保 紳一郎 岡部チサン 80 (38、42) 永田 昭二 ノースショア 84 (39、45)

粉川 直孝 千葉 76 (35、41) 75 相内 俊彦 セントラル 81 (43、38) 116 川上 信吉 総武 85 (43、42)

小寺 聡司 習志野 76 (35、41) 山田 幹雄 水戸 81 (42、39) 榊田 剛 青梅 85 (42、43)

36 木名瀬 和重 水戸 77 (39、38) 横江 和幸 江戸崎 81 (42、39) 仲村 高穂美 中山 85 (42、43)

上村 努 東筑波 77 (39、38) 村田 全功 栃木ヶ丘 81 (41、40) 杉本 博史 船橋 85 (41、44)

村上 拓也 セゴビア 77 (39、38) 市川 義勝 水戸 81 (41、40) 120 澤頭 公志 水戸 86 (45、41)

大澤 一徳 江戸崎 77 (39、38) 吉田 潔 本千葉 81 (41、40) 高橋 恭一 京葉 86 (42、44)

下村 安敏 佐原 77 (39、38) 朝倉 佳範 富士笠間 81 (41、40) 藤井 大介 桜 86 (42、44)

8月19日(月)

2019年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

江戸崎カントリー倶楽部 東コース( 6887Yards   Par 72 )


