
会場：

期日：

エントリー： 143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 矢吹 龍一 水戸グリーン 73 (36、37) 平塚 篤 サニーフィールド 81 (40、41) 山口 茂夫 美浦 85 (43、42) 本木 健一 静ヒルズ 92 (45、47)

2 和田 貴之 栃木ヶ丘 74 (38、36) 芹澤 陽二郎 東筑波 81 (40、41) 阿部 幸治 岡部チサン 85 (42、43) 124 西山 昌彦 大利根 95 (48、47)

三原 直樹 寄居 74 (36、38) 並木 良充 千葉夷隅 81 (40、41) 平岡 成介 美浦 85 (41、44) 武田 和大 ツインレイクス 95 (46、49)

4 才記 正明 扶桑 75 (35、40) 石井 昭浩 扶桑 81 (39、42) 尾崎 博 千葉夷隅 85 (41、44) 126 山崎 進 ホワイトバーチ 97 (47、50)

5 會田 一 鶴舞 76 (38、38) 吉永 恭 猿島 81 (39、42) 86 嗣永 芳弘 筑波 86 (46、40) 失格 黒澤 健一 霞台

中山 親美 霞台 76 (37、39) 海老原 寿人 我孫子 81 (38、43) 眞々田 恒久 紫 86 (44、42) 棄権 佐藤 雅彦 カレドニアン

増子 敬 白帆 76 (37、39) 鈴木 貴士 大日向 81 (36、45) 佐瀬 和彦 ザ・レイクス 86 (43、43) 棄権 重藤 亮一 セントラル

8 藤沼 拓人 入間 77 (40、37) 若林 徹 鹿沼72 81 (36、45) 谷内 三千夫 カレドニアン 86 (43、43) 欠場 王月 勇 我孫子

荒井 眞一 筑波 77 (39、38) 49 小林 宏輔 我孫子 82 (43、39) 中山 茂樹 岩瀬桜川 86 (41、45) 欠場 白川 義則 筑波

大山 和則 スプリングフィルズ 77 (39、38) 高田 康弘 ザ・レイクス 82 (43、39) 迫間 幸介 静ヒルズ 86 (39、47) 欠場 吉岡 邦明 オリムピック

柿岡 啓介 習志野 77 (37、40) 阿部 勝彦 嵐山 82 (41、41) 92 新井 匠 グレンオークス 87 (49、38) 欠場 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト

小川 文平 サンヒルズ 77 (36、41) 森田 正浩 大洗 82 (41、41) 根本 秀樹 千葉夷隅 87 (49、38) 欠場 薄井 滋 我孫子

有我 栄一郎 鶴舞 77 (36、41) 千葉 実 霞南 82 (41、41) 松本 一郎 千葉夷隅 87 (44、43) 欠場 洞下 正人 筑波

14 芝田 進弘 麻倉 78 (41、37) 箕輪 進 東京よみうり 82 (41、41) 片山 淳 太平洋・佐野ヒルクレスト 87 (44、43) 欠場 金本 元章 取手国際

津村 竜浩 日高 78 (41、37) 中田 辰悟 大利根 82 (40、42) 大木 敏夫 龍ヶ崎 87 (44、43) 欠場 樋口 薦 セゴビア

- 以 上、 予 選 通 過 － 56 鈴木 亮司 ギャツビイ 83 (46、37) 塩出 輝雄 金乃台 87 (43、44) 欠場 阪井 勝彦 東千葉

大久保 政行 ザ・レイクス 78 (40、38) 高橋 薫 東筑波 83 (44、39) 寺田 和一 東千葉 87 (43、44) 欠場 井上 亨 龍ヶ崎

岡本 聡 習志野 78 (40、38) 入江 精二 宍戸ヒルズ 83 (43、40) 菅原 秀樹 エーデルワイス 87 (43、44) 欠場 小山 浩之 扶桑

金田 昌富 筑波 78 (39、39) 住田 日換 永野 83 (43、40) 志村 哲 猿島 87 (43、44) 欠場 高山 卓士 大熱海国際

広瀬 一哉 高萩 78 (38、40) 芦沢 幸太郎 阿見 83 (43、40) 立花 吉隆 扶桑 87 (42、45) 欠場 佐野 正 ザ・レイクス

遠山 光男 猿島 78 (38、40) 榎本 和彦 新千葉 83 (41、42) 佐山 成男 江戸崎 87 (42、45) 欠場 大森 健二 浅見

鈴木 昇 ザ・レイクス 78 (37、41) 新倉 正明 千葉 83 (41、42) 国井 道浩 笠間東洋 87 (40、47)

22 小形 勝利 白帆 79 (42、37) 勝俣 和久 オーク・ヒルズ 83 (40、43) 104 松本 浩 霞南 88 (45、43)

福山 憲一 習志野 79 (41、38) 狩野 洋行 桜 83 (39、44) 満留 正彰 美浦 88 (44、44)

滝沢 泰三 習志野 79 (40、39) 65 小山 雄二 浜野 84 (46、38) 萩森 一郎 龍ヶ崎 88 (43、45)

照井 康平 武蔵 79 (39、40) 金子 哲也 セベ・バレステロス 84 (45、39) 107 江川 哲生 取手国際 89 (45、44)

市原 和実 総武 79 (38、41) 横山 佳和 東京よみうり 84 (44、40) 石塚 将年 フレンドシップ 89 (45、44)

27 原田 武秀 大利根 80 (42、38) 八木 伸二 成田ハイツリー 84 (42、42) 稲村 隆浩 セゴビア 89 (43、46)

市川 義勝 茨城ロイヤル 80 (41、39) 小林 雅美 阿見 84 (42、42) 110 仁平 克弥 東筑波 90 (47、43)

島澤 勝浩 茨城ロイヤル 80 (41、39) 椎野 俊朗 サニーフィールド 84 (42、42) 嶋田 順一 高坂 90 (46、44)

藤本 鎮 ホワイトバーチ 80 (41、39) 大西 幸四郎 筑波 84 (41、43) 堀江 茂 オーク・ヒルズ 90 (45、45)

吉本 壽宏 南摩城 80 (40、40) 渡邉 嘉男 習志野 84 (41、43) 高根 宏司 龍ヶ崎 90 (42、48)

鈴木 英樹 東ノ宮 80 (40、40) 橋本 征道 成田ハイツリー 84 (41、43) 114 幡谷 仙秀 静ヒルズ 91 (51、40)

青木 正一 宍戸ヒルズ 80 (40、40) 柳橋 一之 扶桑 84 (40、44) 永田 有広 オーク・ヒルズ 91 (50、41)

定山 清 セベ・バレステロス 80 (38、42) 萩原 伸宜 千葉 84 (40、44) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (47、44)

35 新海 雅之 岡部チサン 81 (43、38) 前嶋 鈴志郎 筑波 84 (40、44) 難波 紀幸 富里 91 (46、45)

金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (42、39) 和田 和己 美浦 84 (40、44) 佐藤 文友 セゴビア 91 (46、45)

市原 澄彦 イーグルポイント 81 (42、39) 早河 清五 カレドニアン 84 (39、45) 長田 有司 我孫子 91 (46、45)

金澤 徹 扶桑 81 (41、40) 齋藤 哲也 筑波 84 (39、45) 草光 伸幸 宍戸ヒルズ 91 (45、46)

菅野 智次郎 猿島 81 (41、40) 80 落合 光男 猿島 85 (45、40) 内田 邦弘 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (44、47)

嶌田 真一 小田原･松田 81 (41、40) 金山 寿正 セゴビア 85 (43、42) 122 久保 努 栃木ヶ丘 92 (45、47)

平成23年8月22日

平成23年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

筑波カントリークラブ( 6968Yards   Par 72 )


