
会場：

期日：
エントリー： 144名

出場： 128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 饒田 剛央 東京国際 73 (36、37) 小林 收 境川 81 (39、42) 八尾 厚史 東京 86 (41、45) 棄権 谷口 信輝 東名

2 金森 祐介 富士チサン 74 (37、37) 山口 勝広 津久井湖 81 (38、43) 83 高村 和央 富士箱根 87 (46、41) 棄権 小見山 和也 カレドニアン

外川 一明 都 74 (36、38) 星野 一 甲斐駒 81 (38、43) 志田 正陽 富里 87 (46、41) 棄権 川崎 純 南総

阿部 和生 ホロン 74 (36、38) 五味 俊彦 甲府国際 81 (36、45) 青木 剛 豊岡国際 87 (46、41) 棄権 永井 秀史 平川

5 小山 宏充 佐久平 75 (37、38) 45 小菅 憲太郎 箱根 82 (45、37) 大高 弘昭 浜松シーサイド 87 (46、41) 棄権 田渕 土志夫 カレドニアン

6 木村 和紀 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 片野 由次 オリムピック 82 (42、40) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 87 (44、43) 棄権 坂西 秀之 相武

阿部 俊幸 秦野 76 (36、40) 杉本 博史 船橋 82 (42、40) 日坂 泰之 レインボー 87 (44、43) 欠場 間庭 章光 三島

8 小久江 正人 ミオス菊川 77 (41、36) 酒匂 洋治 戸塚 82 (42、40) 高橋 昌美 ヴィンテージ 87 (44、43) 欠場 鶉橋 研治 ロイヤルスター

柳澤 知己 扶桑 77 (40、37) 安達 光宣 リバー富士 82 (41、41) 青木 正之 紫 87 (43、44) 欠場 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト

小林 祐治 東京 77 (39、38) 佐々木 進 津久井湖 82 (40、42) 小川 晃一 東京国際 87 (42、45) 欠場 寺本 貢尚 愛鷹

11 横内 応佳 境川 78 (41、37) 片桐 英憲 都 82 (40、42) 小池 勝也 河口湖 87 (42、45) 欠場 金子 理 望月東急

齋藤 正作 富里 78 (40、38) 篠崎 明 オーク・ヒルズ 82 (40、42) 93 瀬木 能章 嵐山 88 (45、43) 欠場 成田 朋正 豊岡国際

元場 正彦 浜松シーサイド 78 (39、39) 石川 誠剛 箱根 82 (39、43) 中西 正人 オーク・ヒルズ 88 (44、44) 欠場 新海 和樹 富士チサン

14 白井 洋之 東京国際 79 (40、39) 54 林 融 豊岡国際 83 (43、40) 内藤 良政 秋山 88 (41、47) 欠場 屋代 亮 大厚木

鮫島 康孝 箱根 79 (39、40) 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 83 (42、41) 96 門倉 章治 戸塚 89 (48、41) 欠場 布施 和彦 新・ユーアイ

- 以 上、 予 選 通 過 － 晝間 隆広 東富士 83 (41、42) 小泉 和章 都留 89 (47、42) 欠場 小林 一三 リバー富士

飯澤 亜樹 三島 79 (39、40) 清水 雅英 八王子 83 (41、42) 今井 丈雄 姉ヶ崎 89 (46、43) 欠場 西山 守 あづみ野

岩田 和広 小田原･松田 79 (39、40) 川渕 秀徳 房総 83 (40、43) 岡本 浩司 皐月･佐野 89 (45、44) 欠場 長島 正彦 富士チサン

島村 敏 八王子 79 (39、40) 山田 敏紀 箱根 83 (39、44) 中曽根 久 大厚木 89 (43、46) 欠場 小幡 彰弘 あづみ野

中川 雅義 沼津 79 (39、40) 伴野 剛文 佐久平 83 (38、45) 101 市川 浩 佐久平 90 (45、45) 欠場 猪股 直人 東京国際

黒田 隆雅 東京国際 79 (38、41) 61 高橋 宗近 浜松シーサイド 84 (45、39) 平井 寛章 豊岡国際 90 (43、47) 欠場 中井 文彦 嵐山

原 克宣 小田原･松田 79 (37、42) 原田 武尚 大利根 84 (45、39) 吉田 泉 浜松シーサイド 90 (40、50) 欠場 飛田 博也 富士チサン

22 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 80 (44、36) 成松 光一郎 大厚木 84 (44、40) 104 西田 公昭 リバー富士 91 (46、45)

安藤 英俊 白鳳 80 (42、38) 工藤 隆司 戸塚 84 (41、43) 近藤 誠 上野原 91 (44、47)

山本 直樹 ギャツビイ 80 (42、38) 小澤 広之 大厚木 84 (40、44) 106 千葉 泰基 成田GC 92 (49、43)

市川 毅 寄居 80 (42、38) 66 大谷 秀雄 富士御殿場 85 (45、40) 清水 公一 ヴィンテージ 92 (41、51)

伊藤 展慶 オーク・ヒルズ 80 (41、39) 金子 亨 船橋 85 (45、40) 108 反町 希一 レーサム 93 (48、45)

福島 勇 岡部チサン 80 (40、40) 内田 圭信 武蔵野 85 (44、41) 四倉 次郎 キングフィールズ 93 (42、51)

稲葉 博之 御殿場 80 (39、41) 蛯原 潤 我孫子 85 (44、41) 原田 祐二 鷹之台 93 (42、51)

田川 美道 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (39、41) 盛 英夫 沼津 85 (43、42) 111 中村 誠 横浜 96 (51、45)

加部 嗣男 東名 80 (39、41) 三橋 寛 浜松シーサイド 85 (42、43) 小林 正尚 レインボー 96 (46、50)

菅井 雅之 嵐山 80 (38、42) 廣瀬 裕 姉ヶ崎 85 (41、44) 失格 中川 言一 GMG八王子

小川 陽一 扶桑 80 (38、42) 進藤 久夫 大利根 85 (41、44) 棄権 篠原 和男 京葉

福田 豊 浜松シーサイド 80 (35、45) 永田 剛士 菊川 85 (40、45) 棄権 矢島 秀世 寄居

34 前山 正隆 富士小山 81 (42、39) 75 久保 真一郎 浜野 86 (47、39) 棄権 松永 智雄 水戸

勝又 英文 朝霧ジャンボリー 81 (41、40) 杉浦 一 富士チサン 86 (47、39) 棄権 中村 敏彦 相模原

伊藤 俊行 富士チサン 81 (41、40) 光山 成夫 東名 86 (45、41) 棄権 大原 浩二 麻倉

酒井 勝則 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 深沢 勝彦 船橋 86 (44、42) 棄権 日比生 泰宏 相模原

田中 孝幸 佐久平 81 (40、41) 小原 久仁視 穂高 86 (43、43) 棄権 浜橋 基樹 戸塚

若林 彰 リバー富士 81 (39、42) 大場 邦夫 大相模 86 (41、45) 棄権 江野 則秀 箱根

鈴木 昭彦 三島 81 (39、42) 岩田 洋 嵐山 86 (41、45) 棄権 平本 達哉 相模原

平成23年8月25日

平成23年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第9ブロック予選競技

東富士カントリークラブ( 6881Yards   Par 72 )


