
会場：

期日：

エントリー： 152名

出場： 145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 山本 二朗 相模原 65 (33、32) 平本 文明 相模原 77 (40、37) 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (40、40) 123 山本 充 鶴舞 84 (44、40)

2 斉野 恵康 GMG八王子 68 (34、34) 冨永 学 嵐山 77 (39、38) 永山 守 武蔵野 80 (39、41) 中澤 誠 大相模 84 (42、42)

3 手島 豊 東名厚木 69 (35、34) 大坪 誠 横浜 77 (39、38) 峯澤 克之 メイプルポイント 80 (39、41) 大川 博史 鶴舞 84 (41、43)

田代 格 GMG八王子 69 (33、36) 浅田 哲也 平川 77 (39、38) 井上 雅彦 相模原 80 (39、41) 志水 政則 房総 84 (41、43)

5 広田 文雄 長野 70 (35、35) 鶴薗 弘明 立野クラシック 77 (39、38) 市原 敏隆 メイプルポイント 80 (39、41) 豊田 茂文 千葉国際 84 (40、44)

6 屋代 亮 大厚木 72 (37、35) 海老澤 唯 鎌倉 77 (38、39) 猪股 英昭 平塚富士見 80 (38、42) 128 谷 重次 境川 85 (42、43)

鹿島 康裕 相模原 72 (36、36) 樋田 真 横浜 77 (38、39) 肥野 竜也 ギャツビイ 80 (38、42) 大橋 祐樹 メイプルポイント 85 (42、43)

栗原 英樹 東名厚木 72 (36、36) 野口 輝夢 東名厚木 77 (37、40) 榮 裕之 東名厚木 80 (38、42) 長島 洋介 真名 85 (41、44)

風間 智行 小田原･松田 72 (34、38) 若林 彰 リバー富士 77 (37、40) 90 小川 榮一 大熱海国際 81 (42、39) 131 安齊 雅之 秦野 86 (44、42)

鈴木 優也 津久井湖 72 (34、38) 50 鷺 一成 太平洋・御殿場 78 (41、37) 鈴木 光夫 妙高高原 81 (42、39) 蓮 大祐 東名厚木 86 (40、46)

11 西川 幸一郎 相模湖 73 (37、36) 野口 兼一 富士御殿場 78 (41、37) 高木 歩 ブリック＆ウッド 81 (42、39) 133 大谷 裕一郎 葉山国際 88 (46、42)

守屋 満 上野原 73 (37、36) 岩橋 雅一 ブリック＆ウッド 78 (40、38) 今井 千春 大相模 81 (42、39) 鈴木 俊武 メイプルポイント 88 (45、43)

義澤 秀雄 東名厚木 73 (35、38) 宮崎 哲也 厚木国際 78 (40、38) 平塚 篤 サニーフィールド 81 (41、40) 長谷川 太郎 平川 88 (44、44)

14 茅野 弘喜 諏訪湖 74 (36、38) 井上 信明 小田原･日動御殿場 78 (40、38) 永井 英輔 東京国際 81 (41、40) 松元 正秀 エンゼル 88 (42、46)

関 晴樹 戸塚 74 (36、38) 薗田 光史 東名 78 (39、39) 新倉 浩二 大厚木 81 (41、40) 137 山下 雅文 大厚木 89 (45、44)

星野 晃一 鶴舞 74 (35、39) 高橋 信一 オリムピック 78 (39、39) 阿部 俊幸 秦野 81 (39、42) 渡 明弘 カレドニアン 89 (44、45)

橋谷 有造 東千葉 74 (35、39) 岡田 裕幸 メイプルポイント 78 (39、39) 門倉 章治 戸塚 81 (39、42) 野堀 久司 東京国際 89 (43、46)

18 藤本 和大 千葉夷隅 75 (39、36) 牧長 一喜 千葉国際 78 (39、39) 谷口 徹 大相模 81 (39、42) 山村 禎彦 都 89 (42、47)

石田 竜元 高根 75 (38、37) 池田 正巳 オリムピック 78 (38、40) 信岡 史将 富里 81 (39、42) 141 伊野 隆信 上野原 90 (45、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 原 克宣 小田原･松田 78 (38、40) 天野 仙志 カナリヤガーデン 81 (38、43) 142 柳下 俊明 平塚富士見 92 (49、43)

濱田 正行 清川 75 (38、37) 小山 雄二 浜野 78 (38、40) 小坂 徳郎 江戸崎 81 (37、44) 失格 上野 陽一 大厚木

林 成彦 姉ヶ崎 75 (38、37) 山口 育生 河口湖 78 (37、41) 池田 正志 ブリック＆ウッド 81 (37、44) 失格 岡田 佳也 千葉

守屋 克則 中津川 75 (37、38) 小菅 憲太郎 箱根 78 (36、42) 104 森川 孝昭 大厚木 82 (44、38) 棄権 湊 雅彦 東名

中田 靖人 セントラル 75 (37、38) 64 大槻 育伸 本厚木 79 (43、36) 石川 誠剛 箱根 82 (42、40) 欠場 大神田 巧 河口湖

宗田 昭彦 東千葉 75 (37、38) 武藏 圭太 平塚富士見 79 (41、38) 村上 好生 大相模 82 (41、41) 欠場 渡辺 基成 小田原･松田

中村 正美 小田原･松田 75 (37、38) 中原 正人 大相模 79 (40、39) 鮫島 康孝 箱根 82 (41、41) 欠場 鈴木 亮司 ギャツビイ

清野 誠 小田原･日動御殿場 75 (37、38) 笊畑 浩樹 ブリック＆ウッド 79 (40、39) 榎本 幸和 オリムピック 82 (40、42) 欠場 大槻 博英 東京湾

山内 聡 ギャツビイ 75 (37、38) 府川 明 東名 79 (39、40) 真実井 浩亮 伊勢原 82 (40、42) 欠場 新井田 尚弘 東名

榎本 雄文 中津川 75 (36、39) 高井 聰 岩瀬桜川 79 (39、40) 工藤 隆司 戸塚 82 (40、42) 欠場 青柳 一裕 平川

29 厚ヶ瀬 学 大厚木 76 (39、37) 山口 善久 太平洋・御殿場 79 (39、40) 小木 昌樹 秦野 82 (39、43) 欠場 平戸 進二 清川

家泉 英明 東千葉 76 (38、38) 小荒井 秀晃 大厚木 79 (38、41) 萩原 則之 東千葉 82 (37、45)

坪井 浩一 相模原 76 (38、38) 戸田 光太郎 我孫子 79 (38、41) 113 畑野 匡利 相模原 83 (46、37)

成松 光一郎 大厚木 76 (38、38) 山口 大介 中津川 79 (38、41) 大鷲 富雄 大秦野 83 (42、41)

光信 直長 東千葉 76 (38、38) 小林 正尚 レインボー 79 (38、41) 石井 博久 エンゼル 83 (42、41)

小野寺 智夫 南総 76 (38、38) 安藤 浩司 東名 79 (37、42) 乾 伸行 大厚木 83 (41、42)

岡本 聡 戸塚 76 (38、38) 小澤 広之 横浜 79 (36、43) 中里 匡良 大相模 83 (41、42)

原田 安浩 ノースショア 76 (37、39) 77 中村 由一郎 鶴舞 80 (43、37) 春名 和彦 上野原 83 (41、42)

37 元木 努 多摩 77 (40、37) 中村 勝郁 伊勢原 80 (43、37) 山ノ上 利充 秦野 83 (41、42)

高安 博之 相模原 77 (40、37) 森川 宗介 GMG八王子 80 (41、39) 蛯名 忠親 チェックメイト 83 (41、42)

柿木 良夫 鳩山 77 (40、37) 杉山 賢治 本厚木 80 (41、39) 鈴木 隆之 平川 83 (39、44)

横内 応佳 境川 77 (40、37) 籠手田 安朗 大厚木 80 (40、40) 中澤 文行 草津 83 (39、44)

8月25日(月)

平成26年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

本厚木カンツリークラブ( 6552Yards   Par 72 )


