
会場：

期日：

エントリー： 93名

出場： 89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

1 渡部 美和 鹿野山 71 (35、36) 41 蕪木 登 ブリック＆ウッド 80 (42、38) 松原 伸夫 オーク・ヒルズ 88 (42、46)

本庄 政哉 鶴舞 71 (34、37) 家泉 英明 東千葉 80 (41、39) 83 神澤 信二郎 太平洋・御殿場 90 (45、45)

3 佐藤 雅彦 八王子 72 (38、34) 井上 俊一 鶴舞 80 (41、39) 84 鈴木 鉱紀 白帆 91 (48、43)

4 篠原 裕明 習志野 73 (38、35) 荒川 慶量 京葉 80 (41、39) 85 熊尾 昌久 鶴舞 92 (49、43)

小川 直康 JGM セベバレステロス 73 (36、37) 大久保 学 花生 80 (40、40) 濱松 和也 JGMやさと石岡 92 (46、46)

網代 栄一 鶴舞 73 (35、38) 庄司 由 東千葉 80 (40、40) 87 丹治 正義 東千葉 93 (45、48)

中部 隆 袖ヶ浦 73 (35、38) 雨宮 寛 平川 80 (39、41) 坂本 国弘 ワンウェイ 93 (43、50)

8 石井 勉 中山 74 (37、37) 48 増子 敬 白帆 81 (42、39) 89 横澤 三男 ニッソー 96 (50、46)

和泉 一夫 皐月･佐野 74 (36、38) 村上 雄太 南総 81 (42、39) 欠場 細谷 信介 南総

中村 英明 平川 74 (35、39) 門田 一弘 成田ヒルズ 81 (41、40) 欠場 市原 敏隆 霞ヶ関

11 塚田 忠大 横浜 75 (38、37) 越智 克史 長太郎 81 (40、41) 欠場 新倉 浩二 大厚木

- 以 上、 予 選 通 過 － 中本 光 小田原･日動御殿場 81 (40、41) 欠場 青木 啓 南総

菅谷 明 鹿島の杜 75 (37、38) 布川 貴久 霞ヶ関 81 (39、42)

中田 辰悟 大利根 75 (37、38) 54 大沼 祐介 習志野 82 (42、40)

水上 晃一 袖ヶ浦 75 (35、40) 渡部 順 鶴舞 82 (42、40)

15 和田 考行 南総 76 (38、38) 那須 久治 加茂 82 (41、41)

小山 健児 長太郎 76 (37、39) 浦澤 豊 鷹之台 82 (41、41)

真辺 則光 総武 76 (37、39) 後藤 肇克 美浦 82 (41、41)

淀川 勇 袖ヶ浦 76 (34、42) 石毛 慎吾 鶴舞 82 (41、41)

19 廣瀬 照康 袖ヶ浦 77 (41、36) 大谷 昇 皐月･佐野 82 (41、41)

中村 由一郎 鶴舞 77 (41、36) 目崎 潤 長太郎 82 (41、41)

飯田 悠也 宍戸ヒルズ 77 (39、38) 藤城 経真 パ協 82 (40、42)

関 茂生 岡部チサン 77 (39、38) 小坂 圭司 JGMやさと石岡 82 (39、43)

御子柴 欽也 マグレガー 77 (37、40) 堂川 真一 太平洋・御殿場 82 (38、44)

榎本 剛之 袖ヶ浦 77 (37、40) 65 内田 智章 鶴舞 83 (40、43)

増田 暁 総武 77 (36、41) 高野 直樹 白帆 83 (40、43)

永野 和也 花生 77 (36、41) 67 渡邉 信明 キャスコ花葉 84 (45、39)

27 栗崎 勝司 キャスコ花葉 78 (40、38) 後藤 浩 JGM セベバレステロス 84 (44、40)

木村 忠典 鶴舞 78 (39、39) 上重 修 東千葉 84 (44、40)

矢川 修 磯子 78 (39、39) 中田 雅之 カレドニアン 84 (42、42)

屋代 亮 大厚木 78 (37、41) 高橋 智範 JGM セベバレステロス 84 (40、44)

大塚 一徳 花生 78 (37、41) 鷺 一成 太平洋・御殿場 84 (39、45)

金子 優大 宍戸ヒルズ 78 (36、42) 73 永野 雄亮 かずさ 85 (47、38)

33 野原 英世 藤岡 79 (43、36) 石渡 和城 阿見 85 (44、41)

小宮 太一 花生 79 (42、37) 山村 宏二 赤羽 85 (43、42)

横田 優也 セントラル・麻生 79 (40、39) 受井 哲男 総武 85 (42、43)

嶋野 菊治 平川 79 (40、39) 77 辻 一夫 鶴舞 86 (46、40)

藤田 祐司 皐月･佐野 79 (39、40) 布川 義久 袖ヶ浦 86 (43、43)

小原 剛一 JGM セベバレステロス 79 (39、40) 79 金田 充史 京 87 (43、44)

広田 文雄 長野 79 (39、40) 80 小坂 直人 キャスコ花葉 88 (45、43)

滝澤 泰三 習志野 79 (37、42) 山田 廣樹 メイプルポイント 88 (43、45)

8月23日(金)

2019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

鶴舞カントリー倶楽部 東コース( 6805Yards   Par 72 )


