
会場：

期日：
エントリー： 122名

出場： 116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 関澤 誠 ツインレイクス 70 (35、35) 田村 次郎 那須小川 77 (38、39) 82 丹羽 彦仁 大宮国際 81 (43、38)

岡田 睦広 レーサム 70 (35、35) 野口 正和 鷹 77 (38、39) 木村 立児 嵐山 81 (42、39)

3 佐藤 秀明 小千谷 71 (38、33) 加藤 明夫 大平台 77 (37、40) 繁田 勝 鴻巣 81 (41、40)

4 瀬口 卓 大平台 72 (38、34) 44 大内田 愼一郎 岡部チサン 78 (44、34) 直井 利充 鴻巣 81 (40、41)

加藤 倫康 スプリングフィルズ 72 (36、36) 大隅 正史 クリスタル 78 (42、36) 86 加藤 啓輔 ブリック＆ウッド 82 (43、39)

高橋 雅也 川越 72 (36、36) 池之上 透 東ノ宮 78 (40、38) 小林 賢司 飯能グリーン 82 (43、39)

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 72 (35、37) 田中 俊行 鳩山 78 (40、38) 林 裕隆 宍戸ヒルズ 82 (42、40)

8 關橋 光一 飯能グリーン 73 (37、36) 宝地戸 展幸 高坂 78 (40、38) 前田 正雄 岡部チサン 82 (40、42)

市川 清 さいたま 73 (36、37) 白金 満明 鴻巣 78 (40、38) 山本 昌邦 都賀 82 (40、42)

西野 伸幸 森林公園 73 (36、37) 小沼 金一 岡部チサン 78 (39、39) 稲村 隆浩 セゴビア 82 (39、43)

植木 俊宏 皆川城 73 (36、37) 和田 壮司 嵐山 78 (39、39) 92 厚澤 克俊 鴻巣 83 (42、41)

高橋 薫 高坂 73 (35、38) 黒滝 公彦 エーデルワイス 78 (39、39) 秋山 定俊 相模原 83 (41、42)

中島 正春 皐月･佐野 73 (35、38) 竹田 裕司 妙高 78 (39、39) 阪井 勝彦 東千葉 83 (41、42)

竹澤 功泰 大日向 73 (34、39) 宮川 剛 妙高サンシャイン 78 (39、39) 95 大森 規雄 平川 84 (43、41)

15 生澤 良太 鳩山 74 (39、35) 梅山 明久 伊香保国際 78 (39、39) 篠崎 明 オーク・ヒルズ 84 (42、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 岡田 義和 武蔵 78 (38、40) 橋本 茂樹 皆川城 84 (41、43)

渡辺 泰一郎 日本海 74 (38、36) 波方 孝 越後 78 (38、40) 原田 慶一郎 佐野 84 (40、44)

栗原 聖男 メイフラワー 74 (37、37) 原 優之介 ザ・レイクス 78 (38、40) 99 大谷 日出雄 大平台 85 (46、39)

小林 正志 森林公園 74 (37、37) 鈴木 正樹 キングフィールズ 78 (37、41) 佐々木 幸治 成田東 85 (43、42)

舘浦 圭 日光 74 (37、37) 福田 聡 狭山 78 (37、41) 藤沼 拓人 入間 85 (42、43)

鈴木 貴士 大日向 74 (37、37) 61 西埜 誠洋 大平台 79 (42、37) 102 三上 修平 エーデルワイス 86 (45、41)

竹内 貴広 鴻巣 74 (36、38) 山内 一晃 サンヒルズ 79 (41、38) 中野 秀樹 宍戸ヒルズ 86 (42、44)

佐藤 圭胤 伊香保GC・岡崎城 74 (36、38) 金川 基晴 鷹 79 (40、39) 104 金子 憲三 緑野 87 (45、42)

飯塚 裕一 藤岡 74 (36、38) 飯塚 隆 熊谷 79 (40、39) 105 榎本 隆司 都賀 88 (46、42)

24 金井 篤司 岡部チサン 75 (39、36) 磯谷 宏行 岡部チサン 79 (40、39) 佐藤 元重 高坂 88 (44、44)

伊藤 幸信 入間 75 (38、37) 田邉 光男 飯能 79 (40、39) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 88 (44、44)

水上 政宏 岡部チサン 75 (36、39) 住吉 正光 森林公園 79 (40、39) 108 宮原 昌一 大相模 90 (44、46)

大日 健 寄居 75 (36、39) 中山 和昭 大洗 79 (39、40) 石山 博明 姉ヶ崎 90 (43、47)

28 相馬 義孝 塩原 76 (40、36) 星野 節二 長岡 79 (39、40) 110 岡 正博 石坂 92 (44、48)

竹下 正彦 JGM セベバレステロス 76 (39、37) 武田 和大 霞ヶ関 79 (39、40) 111 藤田 憲一 宍戸ヒルズ 95 (45、50)

亀井 隆 唐沢 76 (39、37) 高橋 和博 宍戸ヒルズ 79 (38、41) 失格 菊池 知己 嵐山

丹羽 基広 小金井 76 (39、37) 72 原嶋 伸也 石坂 80 (43、37) 失格 天川 主税 サンヒルズ

陶 章司 常陽 76 (38、38) 鈴木 啓文 JGM・やさと石岡 80 (43、37) 棄権 清水 純一 千葉

土田 晃成 さいたま梨花 76 (38、38) 作田 賢一 中山 80 (42、38) 棄権 新井 匠 秋山

浅田 かれら ツインレイクス 76 (37、39) 渡邉 明稔 森林公園 80 (40、40) 欠場 星野 友成 セゴビア

山川 忠男 ルーデンス 76 (36、40) 竹内 千広 鴻巣 80 (40、40) 欠場 和田 光司 嵐山

土橋 真一 セントラル 76 (35、41) 相原 位好 岡部チサン 80 (40、40) 欠場 萱槙 伸祐 武蔵

37 村山 浩伸 エーデルワイス 77 (40、37) 椎名 康之 武蔵 80 (39、41) 欠場 小山 宏充 佐久平

長沢 昌彦 サンヒルズ 77 (39、38) 細野 博隆 皆川城 80 (39、41) 欠場 藤田 高彦 妙高

尾崎 勉 白水 77 (39、38) 梅澤 武彦 相模原 80 (39、41) 欠場 新井 義弘 日高

島田 修 妙高 77 (39、38) 町田 貴敏 皆川城 80 (38、42)

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2ブロック予選競技

森林公園ゴルフ倶楽部( 6913Yards   Par 72 )


