
会場：

期日：

エントリー： 134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 千野 英樹 茨城 66 (33、33) 小林 正尚 レインボー 77 (37、40) 阿藤 晋一郎 青梅 81 (39、42) 光宗 一城 東京よみうり 87 (44、43)

2 肥野 竜也 ギャツビイ 70 (34、36) 42 平田 芳治 湘南シーサイド 78 (42、36) 83 椎名 康之 武蔵 82 (44、38) 斎藤 剛 サンヒルズ 87 (44、43)

3 横山 喜代春 伊勢原 71 (37、34) 植原 大作 カレドニアン 78 (39、39) 﨑山 一茂 きみさらず 82 (43、39) 古川 大輔 津久井湖 87 (43、44)

吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 71 (34、37) 厚ヶ瀬 学 メイプルポイント 78 (38、40) 原野 智善 ワンウェイ 82 (43、39) 木村 信之 東松苑 87 (42、45)

5 中村 勝郁 伊勢原 72 (37、35) 今福 浩之 東京 78 (38、40) 岡田 義和 武蔵 82 (43、39) 127 野堀 久司 東京国際 88 (45、43)

山本 二朗 相模原 72 (36、36) 小保方 徹 皐月･佐野 78 (38、40) 菊池 幸人 富士市原 82 (42、40) 128 速水 浩二 府中 89 (43、46)

小泉 和章 都留 72 (36、36) 佐藤 文友 成田ハイツリー 78 (36、42) 飯島 雄介 東京国際 82 (41、41) 129 寺西 謙治 チェックメイト 94 (46、48)

池田 靖 総武 72 (33、39) 48 関根 伸好 セゴビア 79 (42、37) 酒主 賢二 富士エース 82 (40、42) 欠場 磯崎 太作 成田ハイツリー

9 武藏 圭太 平塚富士見 73 (38、35) 山ノ上 利充 秦野 79 (41、38) 加藤 広之 凾南 82 (40、42) 欠場 神取 佑樹 姉ヶ崎

齊藤 賢司 秩父国際 73 (37、36) 猪股 英昭 平塚富士見 79 (40、39) 細谷 和敏 かすみがうら 82 (38、44) 欠場 島田 竜泰 富士市原

坂上 晴由 米原 73 (37、36) 谷内 三千夫 カレドニアン 79 (40、39) 92 野村 卓洋 平塚富士見 83 (44、39) 欠場 石川 秀人 成田GC

衣笠 洋司 八王子 73 (37、36) 岩佐 勇太郎 相模湖 79 (39、40) 田城 亨 富士市原 83 (43、40) 欠場 鈴木 修 富士

村山 浩伸 武蔵 73 (37、36) 石井 孝司 東松山 79 (38、41) 山下 富生 東京湾 83 (43、40)

長岡 元樹 レーサム 73 (37、36) 光信 直長 東千葉 79 (38、41) 中田 昌宏 平塚富士見 83 (43、40)

中村 修一 清川 73 (36、37) 杉山 倫久 平塚富士見 79 (36、43) 千北 光仁 チェックメイト 83 (42、41)

松田 永浩 清川 73 (36、37) 56 加藤 章嘉 サンヒルズ 80 (43、37) 瀬口 卓 大平台 83 (42、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 徳山 隆 総武 80 (41、39) 大谷 利仁 姉ヶ崎 83 (41、42)

17 岡野 茂樹 大平台 74 (38、36) 池田 武史 ヴィレッジ東軽井沢 80 (41、39) 古敷谷 亮 葉山国際 83 (41、42)

竹倉 敦 平塚富士見 74 (37、37) 倉片 優 武蔵 80 (41、39) 清野 誠 伊勢原 83 (41、42)

前田 正雄 岡部チサン 74 (37、37) 高安 博之 相模原 80 (41、39) 工藤 哲人 富士 83 (40、43)

白金 満明 鴻巣 74 (37、37) 保住 朋之 平塚富士見 80 (40、40) 熊田 善和 青梅 83 (40、43)

風間 智行 小田原･松田 74 (37、37) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 80 (40、40) 村上 誠典 太平洋・御殿場 83 (40、43)

奥山 竜也 東松苑 74 (36、38) 坂本 光司 総武 80 (39、41) 土肥 幸児 常陽 83 (39、44)

鹿島 康裕 相模原 74 (36、38) 木村 裕亮 セントラル 80 (39、41) 105 土屋 健次 武蔵 84 (44、40)

西埜 誠洋 大平台 74 (34、40) 北原 慎也 カレドニアン 80 (39、41) 中道 剛 東松苑 84 (44、40)

25 臼井 将男 葉山国際 75 (40、35) 西山 隆幸 扶桑 80 (39、41) 帰山 雄輔 総武 84 (44、40)

待合 勇史 平塚富士見 75 (39、36) 石川 誠剛 箱根 80 (39、41) 野田 憲正 東京カントリー 84 (43、41)

長島 英樹 富士平原 75 (38、37) 大鷲 富雄 大秦野 80 (38、42) 谷繁 元信 府中 84 (43、41)

務台 英雄 木更津 75 (37、38) 務台 光平 白帆 80 (38、42) 杉山 賢治 本厚木 84 (42、42)

小菅 憲太郎 箱根 75 (37、38) 八尾 厚史 東京 80 (38、42) 乾 伸行 大厚木 84 (42、42)

30 吉田 裕紀 鎌倉 76 (40、36) 怒谷 直志 鎌倉 80 (38、42) 猿山 隆二 八王子 84 (42、42)

伊澤 喜久男 東千葉 76 (39、37) 72 安藤 弘 富士宮 81 (46、35) 佐々木 政一 きみさらず 84 (41、43)

木村 和紀 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 後藤 建 神奈川 81 (44、37) 114 別所 義人 相模湖 85 (50、35)

須崎 友貴 東京五日市 76 (38、38) 金井 俊輔 相模湖 81 (43、38) 堀越 勝 ツインレイクス 85 (46、39)

田村 康一 大厚木 76 (37、39) 宮島 輝喜 東京 81 (43、38) 柳下 俊明 平塚富士見 85 (42、43)

35 丹野 隆幸 小田原･日動御殿場 77 (43、34) 川底 慎一郎 太平洋・御殿場 81 (42、39) 三上 徹也 茨城ロイヤル 85 (42、43)

長田 真木 甲斐駒 77 (42、35) 伊藤 公雄 東松苑 81 (42、39) 四戸 清文 長太郎 85 (40、45)

森川 孝昭 大厚木 77 (41、36) 安藤 浩司 東名 81 (40、41) 榎本 善重 湘南シーサイド 85 (40、45)

彦坂 裕一 成田ハイツリー 77 (40、37) 坂本 健造 八王子 81 (40、41) 120 澁谷 功 京葉 86 (47、39)

飯塚 悟 きみさらず 77 (39、38) 守屋 克則 中津川 81 (39、42) 八木 伸二 東千葉 86 (43、43)

菅田 正道 東京 77 (38、39) 井戸田 照義 富士 81 (39、42) 122 鈴木 拓也 津久井湖 87 (47、40)

8月20日(火)

2019年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 東コース( 6483Yards   Par 72 )


