
平成28年度関東シニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表
(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　134名

於：大洗ゴルフ倶楽部(6793yards Par72)
1番よりスタート 10番よりスタート

坂本 光司 総武 85 和泉 一夫 皐月･佐野 82 髙橋 明宏 小千谷 85 及川 克彦 富士小山 88

手塚 浩二 あづみ野 85 白井 敏夫 総武 82 平山 康則 立川国際 85 吉田 文雄 東松山 88

杉本 薫 水戸グリーン 85 鮫島 康孝 箱根 82 山本 哲也 平川 85 清水 重夫 鳩山 88

小泉 信和 白水 85 山本 二朗 相模原 82 梅澤 吉朗 初穂 85 山崎 一雄 桜 88

守屋 繁治 ザ ナショナル・埼玉 84 宮本 清 高坂 81 小野 進 龍ヶ崎 85 嶋田 憲人 青梅 89

木村 裕亮 セントラル 84 小澤 富男 白水 81 片野 由次 オリムピック 85 井端 和生 大熱海国際 89

浮ケ谷 信夫 総武 84 秋元 嘉夫 レインボー 81 平本 眞言 中央都留 86 半沢 秀幸 富士笠間 89

土屋 敏明 浦和 84 諸星 幸政 伊豆スカイライン 82 西田 俊哉 小田原･日動御殿場 86 東 幸司 オリムピック 89

嶋野 菊治 加茂 84 田代 猛 東名厚木 80 野口 政夫 佐野 86 出山 泰弘 水戸グリーン 90

丹野 富壽 伊豆にらやま 84 石原 裕士 東千葉 80 宍戸 重一 東松苑 86 石井 誠 鶴 90

鈴木 正一郎 龍ヶ崎 84 及川 久二 佐原 81 鈴木 國也 伊勢原 86 三瓶 幸博 スプリングフィルズ 90

石井 重次 メイプルポイント 84 西川 幸一郎 府中 81 松本 武夫 成田GC 86 渡 明弘 カレドニアン 90

岩橋 正治 茨城 83 斎藤 太津規 扶桑 80 寺村 義美 スプリングフィルズ 86 中島 淳 美里 90

水野 潤一 日高 84 杉山 稔 総武 80 瀬戸 千尋 伊勢原 86 會田 茂 宍戸ヒルズ 91

村田 達勇 成田ヒルズ 84 志村 幹夫 大洗 80 平石 定夫 京 86 亀ケ谷 修 レインボー 91

谷沢 正一 桜 84 松下 宗嗣 カレドニアン 80 金井 正善 太田双葉 86 花ヶ崎 一男 静ヒルズ 91

添田 修司 矢板 83 木村 利治 水戸グリーン 79 小島 勝一 中津川 86 堀 正樹 東京よみうり 92

今井 亘 香取 83 石井 卓昌 中津川 80 橋本 和男 皐月･佐野 86 清水 正一 青梅 92

永井 英輔 東京国際 83 島路 清惠 横浜 80 上重 修 東千葉 86 萩原 則之 東千葉 93

陶 章司 常陽 83 半田 裕一 鹿沼プレミア 80 原田 晃 袖ヶ浦 86 加藤 隆之 成田東 93

俵 聖徳 富士箱根 83 山口 賢一郎 富士小山 79 仁科 明久 姉ヶ崎 86 柏木 豪 サンレイク 93

千明 直一 赤城 83 大神田 巧 河口湖 79 前田 正雄 岡部チサン 86 福島 則雄 白水 93

亀山 幸輝 大洗 83 菅井 雅之 嵐山 79 林 靖浩 武蔵 87 山本 広市 総武 93

西田 豊明 富士小山 83 小久江 正人 ホロン 79 八木 伸二 東千葉 87 平野 恭治 磯子 93

相田 昌樹 木更津 83 新海 和樹 富士チサン 77 相馬 聡夫 茨城 87 大須賀 和博 千葉 93

市田 雅亮 袖ヶ浦 83 田村 敏明 小千谷 78 三橋 好文 成田ヒルズ 87 小泉 弘史 武蔵 94

関 晴樹 戸塚 83 原 繼雄 横浜 78 長谷川 壽彦 岡部チサン 87 中島 有二 グレンオークス 94

小野 賢司 JGM セベバレステロス 83 松村 滋基 きみさらず 78 海老原 寿人 我孫子 87

荒井 眞一 筑波 82 亀井 隆 唐沢 71 佐々木 進 津久井湖 87 小西 治幸 総武 95

織田 良一 大利根 82 辻 啓一 嵐山 75 徳世 忠司 岡部チサン 87 細田 忠司 オリムピック 96

市原 和実 総武 83 冨田 久三 静ヒルズ 76 長田 道洋 春日居 88 木村 勝美 ワンウェイ 97

伊藤 司 セントラル 83 宮 辰夫 習志野 76 岩井 靖久 富士 88

澁谷 重氏 新千葉 82 三上 修平 エーデルワイス 88

關橋 光一 飯能グリーン 82 塚原 浩 霞台 88

遠藤 斌 南摩城 82 清水 喜吉 上野原 88

梅澤 武彦 相模原 82 近藤 雅英 相模湖 88

※組み合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内藤　正幸
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