
会場：

期日：
エントリー： 155名

出場： 143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 金森 祐介 富士チサン 73 (38、35) 釜谷 正宏 富士小山 80 (38、42) 横山 喜代春 小田原･日動御殿場 84 (43、41) 杉山 満 富士 88 (43、45)

小原 秀天 富士宮 73 (38、35) 42 沼田 茂昭 富里 81 (43、38) 加部 嗣男 東名 84 (42、42) 島路 清惠 横浜 88 (43、45)

3 森口 貴資 太平洋・御殿場 75 (38、37) 若林 秀樹 富士チサン 81 (43、38) 安藤 秀二 浜野 84 (42、42) 市川 毅 寄居 88 (40、48)

大野 達朗 武蔵 75 (38、37) 石井 孝一 千葉夷隅 81 (43、38) 前山 正隆 富士小山 84 (42、42) 126 花吉 精一 津久井湖 89 (47、42)

5 日比生 賢一 武蔵 76 (38、38) 足達 信 東名 81 (43、38) 博山 守 清川 84 (41、43) 平田 芳治 湘南シーサイド 89 (47、42)

成塚 義治 嵐山 76 (38、38) 三木 淳平 ギャツビイ 81 (42、39) 赤石 怜 東千葉 84 (40、44) 青木 恵一 富士平原 89 (46、43)

7 阿部 和生 ホロン 77 (39、38) 原 繼雄 横浜 81 (42、39) 菅井 雅之 嵐山 84 (39、45) 横山 佳和 東京よみうり 89 (46、43)

柴田 博文 ザ・レイクス 77 (39、38) 三堀 浩司 横浜 81 (41、40) 酒井 昌伸 彩の森 84 (38、46) 佐藤 秀樹 富士小山 89 (45、44)

奥津 久史 富士平原 77 (39、38) 小野寺 利丸 太平洋・御殿場 81 (41、40) 90 井上 豪 富士小山 85 (46、39) 近藤 龍一郎 東名 89 (43、46)

榎本 剛之 袖ヶ浦 77 (38、39) 土井 克祥 加茂 81 (41、40) 青木 剛 豊岡国際 85 (45、40) 132 佐藤 直基 多摩 90 (45、45)

宮上 元伸 立野クラシック 77 (38、39) 松井 篤 沼津 81 (40、41) 晝間 隆広 平塚富士見 85 (45、40) 133 長濱 広喜 津久井湖 91 (45、46)

片桐 英憲 都 77 (36、41) 成田 朋正 豊岡国際 81 (40、41) 佐々木 政一 きみさらず 85 (45、40) 中村 馨太郎 大熱海国際 91 (45、46)

13 岩井 靖久 富士 78 (43、35) 丹野 富壽 伊豆にらやま 81 (40、41) 大石 哲 成田ハイツリー 85 (44、41) 嶌田 真一 大秦野 91 (45、46)

秋山 佳輝 伊東 78 (40、38) 高橋 茂樹 大厚木 81 (40、41) 浜田 義信 あさひヶ丘 85 (43、42) 136 野村 昇 東京カントリー 92 (48、44)

中川 雅義 沼津 78 (40、38) 塩澤 錠司 富士宮 81 (39、42) 三橋 寛 浜松シーサイド 85 (43、42) 金子 哲也 中津川 92 (46、46)

菊地 展弘 沼津 78 (39、39) 岩田 和広 小田原･松田 81 (38、43) 榎本 善重 湘南シーサイド 85 (43、42) 吉原 浩 成田ハイツリー 92 (44、48)

滝沢 泰三 習志野 78 (39、39) 57 田村 巌 富士小山 82 (44、38) 安達 光宣 リバー富士 85 (43、42) 139 長浜 浄 相模野 95 (50、45)

中部 隆 袖ヶ浦 78 (38、40) 藤城 拓也 ディアレイク 82 (42、40) 高橋 敏彦 東名厚木 85 (43、42) 140 亀田 大輔 伊東 96 (51、45)

19 平本 達哉 相模原 79 (42、37) 清水 道徳 富士宮 82 (42、40) 宮下 恵 万木城 85 (43、42) 141 高橋 稔 伊豆国際 97 (51、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 杉井 俊之 新千葉 82 (41、41) 山田 泰正 富士宮 85 (42、43) 142 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 104 (56、48)

野田 憲正 東京カントリー 79 (41、38) 日比生 泰宏 相模原 82 (41、41) 大高 弘昭 浜松シーサイド 85 (41、44) 失格 柴田 篤 富士チサン

諸星 幸政 伊豆スカイライン 79 (41、38) 中村 彰宏 横浜 82 (40、42) 倉片 優 武蔵 85 (40、45) 欠場 伊藤 将也 カナリヤガーデン

金村 利光 茨城 79 (41、38) 及川 克彦 富士小山 82 (39、43) 柳澤 達哉 戸塚 85 (40、45) 欠場 平山 雅也 我孫子

相田 昌樹 木更津 79 (41、38) 荒川 宣之 富士小山 82 (39、43) 105 小川 陽一 富士小山 86 (47、39) 欠場 渡部 順 鶴舞

中村 敦史 湘南シーサイド 79 (41、38) 関口 洋一 平塚富士見 82 (39、43) 佐藤 進 清川 86 (47、39) 欠場 仙台 繁 京

杉之間 信明 富士小山 79 (40、39) 光山 成夫 東名 82 (38、44) 赤澤 英郎 富士宮 86 (46、40) 欠場 片野 由次 オリムピック

大池 誠一郎 富士小山 79 (40、39) 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (38、44) 阿部 和弘 湘南シーサイド 86 (45、41) 欠場 加藤 昭 チェックメイト

森 光弘 葉山国際 79 (40、39) 68 伊藤 博一 富士箱根 83 (43、40) 久保田 慎 トーヨー 86 (45、41) 欠場 鈴木 修 富士

高村 和央 富士箱根 79 (39、40) 大原 一浩 富士小山 83 (42、41) 渡邉 憲治 富士宮 86 (44、42) 欠場 仁地 隆雄 豊岡国際

永田 剛士 富士宮 79 (38、41) 岩崎 寛之 伊豆にらやま 83 (42、41) 加藤 隆之 成田東 86 (44、42) 欠場 池田 敏雄 富士宮

鈴木 淳一 横浜 79 (38、41) 明石 太郎 湘南シーサイド 83 (42、41) 石川 弘 湘南シーサイド 86 (43、43) 欠場 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー

31 山田 廣樹 太平洋・御殿場 80 (44、36) 山口 勝広 津久井湖 83 (42、41) 113 松本 正之 ギャツビイ 87 (46、41) 欠場 野平 忠則 津久井湖

猪股 充拡 糸魚川 80 (43、37) 假屋 慎治 クリアビュー 83 (42、41) 千田 直幸 愛鷹 87 (46、41) 欠場 安藤 弘 富士宮

河邊 博和 中津川 80 (42、38) 神尾 秀久 ギャツビイ 83 (41、42) 平井 寛章 豊岡国際 87 (45、42)

保竹 純一 富士チサン 80 (41、39) 長谷川 洋 武蔵 83 (40、43) 千葉 泰基 成田GC 87 (44、43)

千野 英樹 茨城 80 (41、39) 渡辺 孝之 富士箱根 83 (40、43) 佐藤 充利 成田ハイツリー 87 (44、43)

今井 忍 岡部チサン 80 (40、40) 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 83 (39、44) 渡邉 泰広 メイプルポイント 87 (44、43)

岡本 亜土 富士宮 80 (40、40) 小山 武 リバー富士 83 (39、44) 野村 卓洋 平塚富士見 87 (43、44)

安藤 英俊 東名 80 (40、40) 大島 秀樹 浜松シーサイド 83 (39、44) 曽根 忠和 東名 87 (40、47)

鈴木 昭彦 三島 80 (39、41) 80 高橋 宗近 浜松シーサイド 84 (44、40) 121 箕輪 進 東京よみうり 88 (45、43)

中跡 朝臣 富士宮 80 (39、41) 田中 耕太郎 木更津 84 (43、41) 佐藤 文友 成田ハイツリー 88 (44、44)

8月29日(金)

平成26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

富士小山ゴルフクラブ( 6929Yards   Par 72 )
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