
会場：

期日：

エントリー： 92名

出場： 83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 市田 雅亮 袖ヶ浦 73 (36、37) 41 小川 貴央 新千葉 82 (44、38) 82 岡田 照生 東京五日市 134 (64、70)

2 遠山 武志 横浜 74 (37、37) 茂貫 太郎 阿見 82 (43、39) 失格 崎山 收 相模原

伊藤 耕治 扶桑 74 (37、37) 中村 竜一 浜野 82 (42、40) 欠場 荒川 慶量 サザンクロス

渡部 美和 鹿野山 74 (36、38) 北牧 裕幸 長岡 82 (41、41) 欠場 加藤 達也 霞台

知久 慎治 長太郎 74 (36、38) 不二原 正治 ロイヤルスター 82 (40、42) 欠場 高橋 秀貴 鹿沼

坂輪 成章 平川 74 (35、39) 46 中川 正弘 ブリック＆ウッド 83 (41、42) 欠場 梅澤 英行 我孫子

7 原田 晃 袖ヶ浦 75 (40、35) 網代 栄一 鶴舞 83 (40、43) 欠場 東 秀明 ロイヤルスター

田中 耕介 袖ヶ浦 75 (39、36) 48 杉本 博史 船橋 84 (43、41) 欠場 帰山 雄輔 総武

鈴木 秀俊 鹿野山 75 (39、36) 豊田 弘司 万木城 84 (42、42) 欠場 西 庄二 富里

田村 一美 千葉夷隅 75 (38、37) 宮本 雄司 龍ヶ崎 84 (42、42) 欠場 山崎 寿 南総

松下 定弘 カレドニアン 75 (37、38) 内山 幹治 新千葉 84 (42、42) 欠場 中村 英明 千葉国際

- 以 上、 予 選 通 過 － 岡野 公一 東京五日市 84 (41、43)

12 早河 清五 カレドニアン 76 (40、36) 平井 裕晃 高坂 84 (41、43)

平岡 基成 千葉桜の里 76 (40、36) 岡村 善裕 平川 84 (41、43)

布川 義久 袖ヶ浦 76 (39、37) 鳥濱 伸八 セントラル 84 (40、44)

白鳥 宏司 袖ヶ浦 76 (38、38) 菊名 浩行 かすみがうらOGM 84 (40、44)

大川 厚志 玉造 76 (37、39) 57 入江 精二 宍戸ヒルズ 85 (45、40)

中村 成男 袖ヶ浦 76 (36、40) 高橋 昌美 ヴィンテージ 85 (44、41)

18 有馬 昌宏 玉造 77 (41、36) 淀川 勇 袖ヶ浦 85 (41、44)

齋藤 恭正 成田ハイツリー 77 (37、40) 60 渡邊 毅晴 南総 86 (46、40)

20 高橋 聡 鴻巣 78 (40、38) 高橋 勲 茨城 86 (45、41)

星野 純一郎 小千谷 78 (40、38) 斉藤 正人 南総 86 (44、42)

松下 宗嗣 カレドニアン 78 (39、39) 笠川 直喜 平川 86 (42、44)

大場 歓 埼玉国際 78 (39、39) 64 中本 光 猿島 87 (43、44)

河野 淳一 袖ヶ浦 78 (39、39) 森 甚 袖ヶ浦 87 (42、45)

長井 陽一 袖ヶ浦 78 (38、40) 高橋 功一 袖ヶ浦 87 (41、46)

26 岩堀 眞規 カレドニアン 79 (43、36) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 87 (40、47)

奥峪 一夫 我孫子 79 (41、38) 68 茂呂 和久 鷹之台 88 (47、41)

蓑田 克己 取手国際 79 (41、38) 三宅 哲 鶴舞 88 (44、44)

西野 耕一郎 袖ヶ浦 79 (40、39) 木村 仁 玉造 88 (41、47)

石井 昌紀 鶴舞 79 (39、40) 71 三ツ井 雅貴 芙蓉 89 (43、46)

瀬口 直嗣 東千葉 79 (38、41) 高橋 大助 カレドニアン 89 (43、46)

吉田 直樹 袖ヶ浦 79 (38、41) 山本 昌国 京 89 (41、48)

33 清 良成 玉造 80 (40、40) 小池 雅司 東京五日市 89 (38、51)

佐藤 雅彦 東京五日市 80 (40、40) 75 田辺 幹雄 玉造 90 (46、44)

岩崎 哲也 鳩山 80 (39、41) 高原 伸之 市原京急 90 (46、44)

大久保 学 花生 80 (39、41) 高田 豪 東京五日市 90 (45、45)

37 島本 裕之 取手国際 81 (42、39) 工藤 博 千葉 90 (43、47)

川上 恭弘 我孫子 81 (40、41) 深津 雄二 アクアライン 90 (41、49)

中田 丈晴 鷹 81 (38、43) 80 四宮 安彦 カナリヤガーデン 91 (45、46)

三好 一成 習志野 81 (38、43) 81 若山 健治 千葉国際 93 (47、46)

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6ブロック予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース( 6986Yards   Par 72 )


