
会場：

期日：

エントリー： 98名

出場： 88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 冨岡 豊 宍戸ヒルズ 70 (37、33) 浅野 博司 浦和 79 (42、37) 陶 章司 常陽 87 (43、44)

田村 敏明 小千谷 70 (36、34) 鈴木 雅弘 ニッソー 79 (42、37) 83 仁藤 敦史 総武 88 (49、39)

山内 一晃 サンヒルズ 70 (36、34) 上原 一憲 石坂 79 (41、38) 菅田 正道 東京 88 (47、41)

松本 光央 鷹 70 (34、36) 高橋 幸一 川越 79 (40、39) 85 平山 和成 都賀 89 (50、39)

5 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 71 (37、34) 阪井 勝彦 東千葉 79 (37、42) 86 上畠 哲 高根 90 (47、43)

亀井 隆 唐沢 71 (37、34) 46 武内 孝文 寄居 80 (42、38) 87 飯塚 大介 川越 91 (44、47)

7 大久保 正博 宇都宮 72 (38、34) 竹内 千広 鴻巣 80 (42、38) 88 水口 修 鴻巣 92 (48、44)

近藤 博 日高 72 (38、34) 寺村 義美 スプリングフィルズ 80 (41、39) 欠場 松本 晴男 皐月･佐野

舘浦 圭 千葉 72 (38、34) 大谷 昇 皐月･佐野 80 (41、39) 欠場 大森 規雄 平川

10 岡田 貴弘 川越グリーン 74 (40、34) 米澤 龍太郎 大利根 80 (41、39) 欠場 市川 清 さいたま

飯塚 隆 熊谷 74 (40、34) 秋山 智正 トムソン 80 (39、41) 欠場 嶋田 茂 石坂

岡田 光史 嵐山 74 (39、35) 佐藤 喜三夫 平川 80 (39、41) 欠場 佐藤 礼弥 川越

- 以 上、 予 選 通 過 － 53 中山 良一 宍戸ヒルズ 81 (44、37) 欠場 和田 淳 赤城国際

奥山 竜也 東松苑 74 (37、37) 渡部 隆夫 鴻巣 81 (42、39) 欠場 関 徹也 赤城国際

毛利 史郎 茨城 74 (37、37) 竹澤 功泰 大日向 81 (42、39) 欠場 齋藤 純靖 ワンウェイ

廣瀬 浩二 栃木 74 (37、37) 小川 敬雄 武蔵 81 (42、39) 欠場 松永 武士 サンヒルズ

岩田 吉弘 大厚木 74 (37、37) 岡 時彦 浦和 81 (42、39) 欠場 門田 誠一 矢板

17 山田 正明 さいたま梨花 75 (40、35) 小島 亘 川越 81 (41、40)

高橋 聡 鴻巣 75 (38、37) 今泉 潤一 ワンウェイ 81 (41、40)

進藤 祥史 扶桑 75 (38、37) 若林 彰 リバー富士 81 (41、40)

原 優之介 ザ・レイクス 75 (37、38) 61 冨永 学 嵐山 82 (44、38)

遠藤 仁史 成田東 75 (36、39) 小林 正志 森林公園 82 (43、39)

小坂 徳郎 江戸崎 75 (36、39) 堀田 英夫 東松苑 82 (42、40)

藤田 政嗣 ロイヤルスター 75 (36、39) 新井 一之 あさひヶ丘 82 (41、41)

24 金井 篤司 岡部チサン 76 (42、34) 菅野 智次郎 猿島 82 (39、43)

田辺 昌彦 岡部チサン 76 (40、36) 66 大熊 章夫 都賀 83 (43、40)

肥後 正章 児玉 76 (40、36) 田島 俊信 秩父国際 83 (43、40)

横山 和希 東松苑 76 (40、36) 68 大和 次郎 成田東 84 (44、40)

長沢 昌彦 サンヒルズ 76 (39、37) 野口 一浩 サニーフィールド 84 (43、41)

鎌田 栄一 栃木ヶ丘 76 (39、37) 深澤 達彦 大利根 84 (42、42)

加瀬 博章 東千葉 76 (37、39) 中道 剛 東松苑 84 (40、44)

須藤 拓人 サニーフィールド 76 (37、39) 72 堀切 和茂 浅見 85 (46、39)

広田 文雄 長野 76 (36、40) 藤田 勇一 栃木ヶ丘 85 (44、41)

33 原 大輔 ゴールデンレイクス 77 (40、37) 遠藤 圭介 サニーフィールド 85 (44、41)

竹内 貴広 鴻巣 77 (37、40) 伊藤 公雄 東松苑 85 (42、43)

光山 勝則 皐月･佐野 77 (37、40) 天川 主税 サンヒルズ 85 (41、44)

36 吹野 耕一 富士笠間 78 (39、39) 77 齊藤 賢司 秩父国際 86 (47、39)

高橋 敬二 川越 78 (39、39) 當麻 正貴 浦和 86 (47、39)

小倉 公 霞台 78 (39、39) 牧野 良一 児玉 86 (47、39)

39 古池 陽太 さいたま梨花 79 (42、37) 定山 清 JGM セベバレステロス 86 (43、43)

土屋 敏明 浦和 79 (42、37) 81 長谷川 大輔 南長野 87 (45、42)

8月25日(火)

平成27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

鴻巣カントリークラブ( 6947Yards   Par 72 )


