
会場：

期日：
エントリー： 90名

出場： 79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 小野 竜彦 オリムピック 73 (37、36) 江本 浩 立川国際 83 (42、41) 欠場 平岡 好朋 霞ヶ関

高橋 一誠 岡部チサン 73 (34、39) 鈴木 昌弥 津久井湖 83 (42、41) 欠場 斉藤 隆夫 東松山

3 岡田 貴弘 川越グリーン 74 (36、38) 吉田 勉 オリムピック 83 (41、42) 欠場 岩原 健二 八王子

4 久田 謙 武蔵 75 (38、37) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 83 (40、43) 欠場 和田 雅英 東京五日市

土田 恭章 藤岡 75 (37、38) 45 大瀧 初明 ストーンヒル藤岡 84 (45、39) 欠場 大原 浩二 カレドニアン

6 深沢 勝彦 船橋 76 (41、35) 比留間 基好 寄居 84 (44、40) 欠場 高田 英雄 千葉

細野 敏彦 武蔵野 76 (39、37) 三並 恒功 メイプルポイント 84 (43、41) 欠場 臼井 将男 館山

8 渡辺 顕展 高根 77 (39、38) 牧野 佳伸 大相模 84 (43、41) 欠場 小柳 広亮 嵐山

斎藤 信一郎 日光 77 (38、39) 49 田中 一郎 メイプルポイント 85 (46、39) 欠場 井上 和仁 八王子

島村 敏 八王子 77 (38、39) 吉岡 進 廣済堂埼玉 85 (44、41)

黒田 隆雅 東京国際 77 (37、40) 川村 哲一 大厚木 85 (43、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 義澤 彰 大相模 85 (43、42)

12 鈴木 章史 GMG八王子 78 (41、37) 森崎 豪 津久井湖 85 (42、43)

榊田 剛 青梅 78 (41、37) 豊田 学 館山 85 (42、43)

廣瀬 裕 姉ヶ崎 78 (39、39) 島田 康司 都留 85 (41、44)

15 梅沢 久武 GMG八王子 79 (42、37) 古屋 佳男 立川国際 85 (41、44)

清水 正一 青梅 79 (41、38) 57 佐々木 章 八王子 86 (44、42)

中村 潤 立川国際 79 (41、38) 58 来住野 忠之 さいたま梨花 87 (47、40)

福島 勇 エーデルワイス 79 (40、39) 速水 浩二 府中 87 (46、41)

澤越 博幸 武蔵野 79 (40、39) 榎夲 和正 メイプルポイント 87 (45、42)

勝田 兵吉 箱根 79 (39、40) 萩原 篤博 箱根 87 (45、42)

小林 康春 藤岡 79 (37、42) 62 津村 信彦 八王子 88 (43、45)

22 五味 俊彦 八王子 80 (44、36) 63 森 信幸 高根 89 (43、46)

白浜 茂靖 オリムピック 80 (42、38) 64 田中 秀直 セントラル 90 (48、42)

野村 幸晴 東京よみうり 80 (42、38) 小川 晃一 東京国際 90 (47、43)

大柳 博也 立川国際 80 (41、39) 松永 智雄 東京国際 90 (44、46)

高橋 正紀 千葉国際 80 (38、42) 67 渡辺 昭男 富士チサン 91 (49、42)

太田 卓男 立川国際 80 (37、43) 大谷 勝彦 戸塚 91 (46、45)

28 田中 良博 寄居 81 (43、38) 69 吉田 文一 皐月･佐野 92 (46、46)

簡野 芳憲 八王子 81 (43、38) 鈴木 富康 寄居 92 (42、50)

清水 雅英 八王子 81 (42、39) 71 大林 竜一 青梅 94 (46、48)

小野 太佳司 寄居 81 (42、39) 72 菅本 良治 東京五日市 101 (47、54)

橋本 圭司 八王子 81 (41、40) 失格 窪田 哲郎 八王子

森久保 剛 津久井湖 81 (39、42) 失格 牛ノ濱 純俊 藤岡

34 田中 義仁 相模湖 82 (43、39) 失格 赤坂 晋介 日高

伊東 勝也 鶴舞 82 (43、39) 失格 川原 修 富士箱根

竹添 大晃 ブリック＆ウッド 82 (43、39) 棄権 巴山 健一 立川国際

長谷川 雄幸 姉ヶ崎 82 (40、42) 棄権 阿部 逸朗 日高

38 片宗 禎弘 千葉桜の里 83 (46、37) 棄権 田渕 土志夫 カレドニアン

岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 83 (45、38) 欠場 本多 栄一 立川国際

鈴木 和浩 さいたま梨花 83 (43、40) 欠場 小見山 和也 カレドニアン

8月28日(木)

平成26年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技

立川国際カントリー倶楽部・奥多摩コース( 6474Yards   Par 71 )
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