
会場：

期日：

エントリー： 109名

出場： 96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

1 中野 正義 富士笠間 69 (35、34) 佐藤 浩一 富里 79 (38、41) 野口 道男 ブリック＆ウッド 87 (42、45)

水上 晃男 袖ヶ浦 69 (34、35) 42 小林 隆寿 東千葉 80 (42、38) 83 星山 和彦 成田GC 89 (46、43)

3 永田 昭二 ノースショア 71 (36、35) 菊池 竜文 ワンウェイ 80 (41、39) 定山 清 JGM セベバレステロス 89 (45、44)

4 金澤 徹 扶桑 72 (38、34) 安達 次雄 扶桑 80 (41、39) 鈴木 秀幸 鹿沼 89 (42、47)

5 秋里 英寿 東千葉 73 (39、34) 星野 真 JGM セベバレステロス 80 (41、39) 86 平山 和成 都賀 90 (43、47)

茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 73 (37、36) 小宅 章夫 関東国際 80 (40、40) 田村 真利 鶴 90 (43、47)

7 菅野 智次郎 猿島 74 (38、36) 柿沼 博司 皆川城 80 (39、41) 野竹 一彰 アスレチック 90 (43、47)

才記 正明 扶桑 74 (38、36) 塚原 浩 霞台 80 (38、42) 89 中原 美晴 大平台 91 (46、45)

細島 保秀 鹿沼72 74 (37、37) 磯山 喜一 茨城 80 (38、42) 90 町山 義昌 アスレチック 92 (49、43)

中島 智明 千葉廣済堂 74 (36、38) 福田 正明 富士笠間 80 (38、42) 宮川 剛 寄居 92 (44、48)

高村 保 姉ヶ崎 74 (35、39) 51 山崎 唯普 皐月･鹿沼 81 (43、38) 92 岡野 達正 成田GC 93 (49、44)

12 君島 勇人 那須小川 75 (39、36) 今野 岳史 猿島 81 (43、38) 93 中島 正 龍ヶ崎 94 (46、48)

保坂 英徳 JGM セベバレステロス 75 (38、37) 坪井 隆 ワンウェイ 81 (42、39) 94 鈴木 賢士 猿島 96 (52、44)

飯塚 晃 アスレチック 75 (37、38) 梯 輝大 龍ヶ崎 81 (41、40) 失格 高橋 誠二 関東国際

- 以 上、 予 選 通 過 － 田中 美津大 習志野 81 (40、41) 棄権 松下 晃 ワンウェイ

小暮 敦史 水戸グリーン 75 (37、38) 木下 輝洋 皐月･佐野 81 (40、41) 欠場 増渕 努 桜

16 木村 裕治 水戸グリーン 76 (40、36) 谷沢 正一 桜 81 (39、42) 欠場 宮田 広人 皆川城

矢口 敦士 水戸グリーン 76 (39、37) 武内 孝文 寄居 81 (38、43) 欠場 藤田 勇一 栃木ヶ丘

大久保 正博 宇都宮 76 (38、38) 59 田中 一弘 アスレチック 82 (44、38) 欠場 市川 義勝 茨城ロイヤル

毛利 史郎 茨城 76 (37、39) 松本 真輔 富里 82 (40、42) 欠場 於田 忠光 JGM セベバレステロス

20 額賀 逸朗 船橋 77 (41、36) 61 田葉 正信 龍ヶ崎 83 (43、40) 欠場 溝井 献也 ノースショア

坂本 匠 ニッソー 77 (40、37) 岡野 智弘 石岡・ウエスト 83 (41、42) 欠場 岩崎 征夫 大利根

芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 77 (40、37) 柳橋 一之 扶桑 83 (41、42) 欠場 米沢 正幸 鷹彦スリー

河田 泰弘 アスレチック 77 (39、38) 塚田 光輝 常陽 83 (39、44) 欠場 片桐 博之 アスレチック

小暮 大輔 水戸グリーン 77 (38、39) 坂野 和則 JGM セベバレステロス 83 (39、44) 欠場 松村 滋基 きみさらず

秋池 隆伸 霞台 77 (38、39) 松永 武士 サンヒルズ 83 (37、46) 欠場 岡澤 豊次 佐原

浅井 武夫 アスレチック 77 (37、40) 67 渡邊 賢作 龍ヶ崎 84 (45、39) 欠場 松村 芳憲 アスレチック

八木沢 浩一 鹿沼 77 (36、41) 金子 哲也 JGM セベバレステロス 84 (44、40) 欠場 小川 文平 サンヒルズ

28 河野 真一 千葉桜の里 78 (41、37) 椎野 俊朗 サニーフィールド 84 (44、40)

下野 修照 鹿沼 78 (40、38) 松田 五成 JGM セベバレステロス 84 (43、41)

朝日向 正弘 ニッソー 78 (39、39) 鈴木 洋 成田GC 84 (42、42)

早水 保貴 アスレチック 78 (38、40) 竹之内 秀一 大平台 84 (42、42)

染谷 健市 扶桑 78 (38、40) 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 84 (41、43)

33 幸田 恭典 ニッソー 79 (42、37) 東郷 康二 阿見 84 (36、48)

志村 哲 猿島 79 (41、38) 75 小川 健司 霞台 85 (46、39)

阿部 工児 茨城 79 (41、38) 中山 親美 霞台 85 (42、43)

和田 貴之 栃木ヶ丘 79 (41、38) 77 菅原 章治 大平台 86 (45、41)

齋藤 邦治 アスレチック 79 (40、39) 友水 基幸 宍戸ヒルズ 86 (45、41)

荒井 眞一 筑波 79 (40、39) 日向 敏之 鶴舞 86 (44、42)

鈴木 真 霞台 79 (39、40) 細川 雅弘 アスレチック 86 (42、44)

笠井 昌孝 鶴 79 (39、40) 81 古性 利之 常陽 87 (43、44)

8月26日(火)

平成26年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

アスレチックゴルフ倶楽部( 6792Yards   Par 72 )


