
会場：

期日：

エントリー： 91名

出場： 80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 中田 辰悟 大利根 74 (38、36) 吉田 潔 鎌ヶ谷 83 (43、40) 欠場 齊藤 隆男 取手国際

小寺 聡司 習志野 74 (38、36) 大須賀 和博 千葉 83 (43、40) 欠場 花谷 健一 藤ヶ谷

梅澤 吉朗 初穂 74 (37、37) 石毛 慎吾 鶴舞 83 (42、41) 欠場 齋藤 誠 富士笠間

4 粉川 直孝 千葉 75 (37、38) 早乙女 剛史 皐月･佐野 83 (39、44) 欠場 小倉 雄治郎 新千葉

吉田 義美 藤ヶ谷 75 (36、39) 45 額賀 義朗 船橋 84 (44、40) 欠場 野崎 美夫 鷹之台

6 會田 一 鶴舞 76 (35、41) 星野 英彦 太平洋・御殿場 84 (44、40) 欠場 小林 孝裕 千葉

7 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 77 (41、36) 亀田 欣吾 総武 84 (43、41) 欠場 阿部 政則 初穂

助川 昌弘 JGM セベバレステロス 77 (39、38) 三沢 慶祐 ダイヤグリーン 84 (43、41) 欠場 弘光 利之 富士笠間

公原 一 総武 77 (38、39) 川渕 秀徳 房総 84 (42、42) 欠場 久保田 伸 美浦

10 村田 達勇 東千葉 78 (41、37) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 84 (41、43) 欠場 溝端 隆一 千葉

塩田 一史 白鳳 78 (39、39) 宮野 賢一 JGM・やさと石岡 84 (40、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 52 小野 英二 山田 85 (46、39)

杉山 和正 大利根 78 (35、43) 尾上 良明 鎌ヶ谷 85 (45、40)

13 木名瀬 和重 水戸 79 (41、38) 倉島 保一 真名 85 (45、40)

山口 祐介 鎌ヶ谷 79 (40、39) 八木 和男 藤ヶ谷 85 (44、41)

宍戸 重一 東松苑 79 (40、39) 高畑 尚康 鳩山 85 (44、41)

奥田 堅太郎 JGM セベバレステロス 79 (39、40) 日暮 浩之 藤ヶ谷 85 (42、43)

竹石 要佑 筑波 79 (38、41) 大塚 秀人 藤ヶ谷 85 (40、45)

18 鈴木 克彦 ザ・レイクス 80 (42、38) 59 石井 勉 JGM セベバレステロス 86 (45、41)

井川 智一郎 初穂 80 (40、40) 小泉 聖一郎 マグレガー 86 (44、42)

金田 崇宏 筑波 80 (39、41) 61 須藤 拓人 扶桑 87 (48、39)

大浦 寛 鹿島の杜 80 (39、41) 実成 俊也 総武 87 (44、43)

坂入 光 大利根 80 (39、41) 安食 守一 宍戸ヒルズ 87 (44、43)

浮ケ谷 信夫 総武 80 (38、42) 寺田 憲児 中山 87 (44、43)

藤田 祐司 皐月･佐野 80 (36、44) 谷村 忠行 我孫子 87 (41、46)

満留 正彰 美浦 80 (36、44) 66 大和 次郎 成田東 88 (42、46)

26 真辺 則光 総武 81 (44、37) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 88 (41、47)

渡部 富夫 東松苑 81 (42、39) 68 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 89 (45、44)

渡邉 裕史 オリムピック 81 (41、40) 堀切 和茂 浅見 89 (45、44)

今井 亘 土浦 81 (41、40) 大崎 将行 宍戸ヒルズ 89 (45、44)

柴田 文弘 ニッソー 81 (40、41) 横澤 三男 ニッソー 89 (44、45)

石毛 昌則 新千葉 81 (39、42) 金森 圭史朗 日高 89 (44、45)

32 増田 秀仁 クリアビュー 82 (44、38) 73 佐藤 瑞之 東ノ宮 91 (47、44)

谷村 朋昭 中山 82 (44、38) 高橋 渉 セゴビア 91 (43、48)

杉山 宣行 房総 82 (42、40) 75 岡 靖久 セゴビア 92 (46、46)

市原 高一 白鳳 82 (42、40) 皆藤 慎太郎 鹿島の杜 92 (44、48)

佐藤 一俊 ニッソー 82 (42、40) 77 泉水 忠 ニッソー 93 (49、44)

鈴木 雅弘 ニッソー 82 (41、41) 78 高窪 哲夫 大利根 96 (49、47)

後藤 浩 JGM セベバレステロス 82 (40、42) 失格 小沼野 健一 東松苑

遠藤 仁史 成田東 82 (39、43) 棄権 早川 守 セゴビア

40 出山 泰弘 水戸グリーン 83 (44、39) 欠場 難波 紀幸 富里

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5ブロック予選競技

藤ヶ谷カントリークラブ( 6826Yards   Par 72 )


