
会場：

期日：

エントリー： 152名

出場： 142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 ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 三瓶 幸博 スプリングフィルズ 72 (37、35) 平戸 進二 清川 81 (41、40) 82 蛯名 忠親 チェックメイト 85 (46、39) 松原 祐生 セントラル 91 (46、45)

2 松本 武夫 成田GC 74 (38、36) 水池 祐 フレンドシップ 81 (41、40) 平岡 成介 美浦 85 (46、39) 海老澤 健一 八王子 91 (46、45)

3 原 繼雄 横浜 76 (40、36) 新井 道夫 唐沢 81 (40、41) 三堀 浩司 横浜 85 (46、39) 岩永 正弘 長竹 91 (42、49)

永井 英輔 東京国際 76 (40、36) 永井 宏 相模野 81 (40、41) 田辺 昌彦 岡部チサン 85 (45、40) 会沢 広康 京 91 (41、50)

織田 良一 大利根 76 (38、38) 佐々木 龍二 カレドニアン 81 (39、42) 中山 康雄 八幡 85 (45、40) 127 牧野 佳伸 チェックメイト 92 (47、45)

萩原 則之 東千葉 76 (38、38) 中原 いおり 凾南 81 (39、42) 小田島 幸治郎 京 85 (43、42) 中村 盛司 スプリングフィルズ 92 (46、46)

山本 二朗 相模原 76 (37、39) 47 高橋 喜之 大相模 82 (44、38) 青木 克浩 東京湾 85 (43、42) 柴垣 幸広 藤ヶ谷 92 (45、47)

8 平野 恭治 磯子 77 (40、37) 柳澤 達哉 戸塚 82 (41、41) 河合 真人 長竹 85 (42、43) 130 岩橋 厚 姉ヶ崎 93 (46、47)

坂本 光司 総武 77 (40、37) 古屋 浩 東名厚木 82 (41、41) 高安 博之 相模原 85 (42、43) 高橋 宗近 浜松シーサイド 93 (45、48)

小泉 信和 白水 77 (39、38) 平本 文明 相模原 82 (40、42) 石井 哲夫 東京湾 85 (40、45) 岩部 俊夫 東名 93 (42、51)

島路 清惠 横浜 77 (38、39) 小俣 昌之 つくばね 82 (40、42) 和田 忠明 桜ヶ丘 85 (40、45) 米澤 秀治 ギャツビイ 93 (41、52)

12 亀山 幸輝 大洗 78 (40、38) 中曽根 久 大厚木 82 (40、42) 93 伊澤 喜久男 東千葉 86 (45、41) 134 江隈 昭人 ゴールド木更津 94 (46、48)

俵 聖徳 富士箱根 78 (40、38) 佐藤 孝 東名厚木 82 (39、43) 海老原 俊雄 秦野 86 (45、41) 135 窪崎 浩明 東京湾 95 (49、46)

西田 俊哉 小田原･日動御殿場 78 (40、38) 大日向 明 富士 82 (39、43) 宮澤 泰三 東京よみうり 86 (44、42) 後藤 敏彦 大相模 95 (46、49)

石井 重次 メイプルポイント 78 (39、39) 笠井 正明 習志野 82 (39、43) 山田 繁 東ノ宮 86 (44、42) 137 松嶋 隆 ロイヤルスター 96 (48、48)

渡 明弘 カレドニアン 78 (39、39) 笠原 正光 入間 82 (38、44) 荒牧 賢司 厚木国際 86 (44、42) 138 山木 博夫 ロイヤルスター 99 (48、51)

斎藤 太津規 扶桑 78 (38、40) 57 和泉 正人 平川 83 (45、38) 手塚 哲秀 大熱海国際 86 (43、43) 139 清水 弦 美浦 101 (52、49)

仁科 明久 姉ヶ崎 78 (38、40) 平山 和成 都賀 83 (45、38) 安藤 敏行 津久井湖 86 (42、44) 140 中村 聡 セントラル 104 (48、56)

鈴木 國也 伊勢原 78 (38、40) 中川 正弘 ブリック＆ウッド 83 (43、40) 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 86 (41、45) 失格 立石 源治 東名厚木

田代 猛 東名厚木 78 (38、40) 新谷 滿 スプリングフィルズ 83 (43、40) 内山 昭和 小田原･松田 86 (40、46) 棄権 山本 浩 我孫子

- 以 上、 予 選 通 過 － 﨑山 一茂 きみさらず 83 (42、41) 102 佐藤 文友 成田ハイツリー 87 (48、39) 欠場 森崎 秀嗣 鶴舞

土屋 健次 武蔵 78 (37、41) 池田 正巳 オリムピック 83 (42、41) 横田 信一 セントラル 87 (45、42) 欠場 安室 伸一 キングフィールズ

22 細野 正明 凾南 79 (41、38) 明冨士 一郎 大厚木 83 (41、42) 相原 康弘 平塚富士見 87 (44、43) 欠場 安田 成喜 我孫子

務台 英雄 木更津 79 (40、39) 小野寺 伸次 小田原･松田 83 (41、42) 秋田 芳樹 東京よみうり 87 (43、44) 欠場 細川 高行 東京よみうり

山口 善久 太平洋・御殿場 79 (39、40) 吉川 正行 東名厚木 83 (41、42) 106 梨澤 六郎 セントラル 88 (45、43) 欠場 小松 宏一 佐原

飯泉 秀夫 玉造 79 (39、40) 白井 旭 相模原 83 (41、42) 近藤 高一郎 麻倉 88 (44、44) 欠場 小坂 譲 相模原

金子 泰雄 成田GC 79 (38、41) 萩原 重行 ギャツビイ 83 (41、42) 山本 喜伸 富士箱根 88 (44、44) 欠場 宮崎 哲也 厚木国際

加藤 健二 小田原･松田 79 (35、44) 鈴木 勇 磯子 83 (41、42) 上野 憲二 府中 88 (42、46) 欠場 小林 尚史 東名厚木

28 阿部 逸朗 日高 80 (42、38) 小池 敏夫 城里 83 (40、43) 110 中村 誠 横浜 89 (47、42) 欠場 岸野 俊一 大厚木

中原 正人 大相模 80 (42、38) 日吉 健二 東京湾 83 (40、43) 大内田 愼一郎 岡部チサン 89 (46、43) 欠場 佐々木 徹 相模野

内田 賢行 平塚富士見 80 (41、39) 千葉 和裕 平塚富士見 83 (38、45) 安藤 功一 大相模 89 (45、44)

竹平 卓生 東名厚木 80 (41、39) 72 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 84 (44、40) 塩谷 達昭 多摩 89 (44、45)

濱田 正行 清川 80 (40、40) 萩原 昭夫 大相模 84 (44、40) 谷 真 桜ヶ丘 89 (43、46)

塚本 則男 東京湾 80 (40、40) 引地 昭彦 東名厚木 84 (43、41) 115 森 静生 ギャツビイ 90 (47、43)

加藤 昭 チェックメイト 80 (38、42) 平山 格 成田ハイツリー 84 (43、41) 小野邉 和夫 チェックメイト 90 (45、45)

小野寺 利丸 太平洋・御殿場 80 (38、42) 小石 陽一 相模野 84 (42、42) 簑島 利文 平塚富士見 90 (44、46)

大井 敏男 富士御殿場 80 (38、42) 山田 和則 岡部チサン 84 (42、42) 松元 正秀 エンゼル 90 (44、46)

森永 正隆 鷹之台 80 (37、43) 土屋 雅史 東京よみうり 84 (42、42) 森川 均 平塚富士見 90 (44、46)

38 吉越 修 立科 81 (43、38) 竹永 和美 南総 84 (41、43) 阿部 和弘 湘南シーサイド 90 (42、48)

野中 直広 豊岡国際 81 (42、39) 金井 修一 大相模 84 (41、43) 121 髙野 直人 平塚富士見 91 (47、44)

大石 義数 大相模 81 (41、40) 廣澤 幹久 湘南シーサイド 84 (41、43) 宮崎 景一 富士御殿場 91 (46、45)

6月27日(月)

平成28年度関東シニアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 西コース( 6529Yards   Par 72 )


