
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 152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 神戸 誠 太田双葉 70 (36、34) 松山 信彦 セゴビア 79 (41、38) 竹迫 清人 アローエース 82 (41、41) 白井 健司 水戸 86 (43、43)

2 水津 登 扶桑 73 (38、35) 遠藤 斌 南摩城 79 (40、39) 佐藤 春和 ルーデンス 82 (41、41) 渡辺 和喜 船橋 86 (43、43)

大久保 秀樹 埼玉国際 73 (38、35) 杉山 直樹 赤城 79 (40、39) 松下 博 飯能 82 (40、42) 小野 誠英 東京 86 (42、44)

竹村 昭雄 嵐山 73 (37、36) 吉田 武夫 ツインレイクス 79 (39、40) 井坂 達也 水戸 82 (40、42) 大久保 正義 玉造 86 (42、44)

林 三郎 茨城 73 (35、38) 金丸 保 ザ ナショナル・埼玉 79 (38、41) 福島 克彦 クリスタル 82 (40、42) 滝沢 信夫 草津 86 (41、45)

6 冨田 進 岡部チサン 74 (38、36) 板橋 理 東松山 79 (38、41) 梁瀬 正晴 鳩山 82 (40、42) 128 長谷川 公彦 小田原･松田 87 (47、40)

小野里 篤雄 レーサム 74 (37、37) 小西 宗正 小川 79 (37、42) 細沼 和秋 川越 82 (39、43) 酒井 健二 江戸崎 87 (45、42)

8 関口 哲明 寄居 75 (40、35) 石田 俊男 扶桑 79 (37、42) 89 和田 光司 嵐山 83 (44、39) 原 篤 紫 87 (45、42)

山田 勧 東千葉 75 (39、36) 金田 昌富 筑波 79 (37、42) 山口 裕郷 アローエース 83 (43、40) 杉山 俊一 日高 87 (45、42)

藤生 純 伊香保 75 (37、38) 50 小川 透 岡部チサン 80 (43、37) 中山 忠良 飯能 83 (43、40) 土田 幸男 横浜 87 (44、43)

河田 育雄 太田双葉 75 (37、38) 飯泉 秀夫 玉造 80 (43、37) 中林 満 ザ ナショナル・埼玉 83 (43、40) 芳須 康次 東松山 87 (44、43)

12 鈴木 盛生 那須小川 76 (40、36) 小川 惠介 筑波 80 (42、38) 小沼 金一 岡部チサン 83 (43、40) 中村 幸男 川越 87 (43、44)

杉崎 久實 フレンドシップ 76 (40、36) 磯 誠一 塩原 80 (42、38) 馬場 敬之輔 東京 83 (42、41) 吉原 晴夫 川越 87 (42、45)

富田 文雄 茨城 76 (38、38) 杉本 薫 水戸グリーン 80 (42、38) 山田 耕市 太田双葉 83 (41、42) 136 及川 修 鷹 88 (46、42)

辻 四郎 ディアレイク 76 (38、38) 森 保 武蔵松山 80 (42、38) 清水 恵 上毛森林 83 (40、43) 新浜 善二郎 飯能 88 (43、45)

堀口 哲 サンコー72 76 (37、39) 中島 幸和 伊香保 80 (42、38) 関谷 良明 飯能グリーン 83 (40、43) 138 芦田 昇 東京五日市 89 (46、43)

関口 茂 赤城国際 76 (37、39) 櫻木 博 金砂郷 80 (41、39) 瀧澤 光雄 我孫子 83 (39、44) 薄井 滋 我孫子 89 (45、44)

18 小谷野 希市 飯能 77 (42、35) 幕内 文雄 ザ・レイクス 80 (41、39) 99 脇田 三郎 千葉 84 (44、40) 豊田 裕義 飯能 89 (44、45)

新津 淳 日光 77 (40、37) 斎藤 昌俊 嵐山 80 (41、39) 長野 雄一郎 大洗 84 (44、40) 軸薗 勝久 川越 89 (43、46)

市川 隆夫 赤城 77 (39、38) 田淵 章 狭山 80 (40、40) 石井 富夫 さいたま 84 (42、42) 142 諸橋 泰 東京 90 (47、43)

赤間 貴夫 岡部チサン 77 (39、38) 宇賀神 壽 鶴 80 (40、40) 高橋 雄二 皐月･佐野 84 (42、42) 大島 治 東千葉 90 (46、44)

福島 順信 江戸崎 77 (38、39) 早坂 仁 高根 80 (40、40) 樋口 薦 セゴビア 84 (42、42) 小長谷 哲 東京 90 (46、44)

本藤 利一 日高 77 (38、39) 芦澤 達雄 我孫子 80 (39、41) 鈴木 泉 大洗 84 (42、42) 平野 元一 サンコー72 90 (45、45)

栗原 次男 水戸 77 (38、39) 樺澤 俊和 鴻巣 80 (39、41) 塚越 亘 川越 84 (41、43) 146 荒井 忠夫 クリアビュー 91 (45、46)

長谷川 壽彦 岡部チサン 77 (37、40) 大賀 喜夫 高麗川 80 (36、44) 松本 勝治 諏訪レイクヒル 84 (39、45) 三戸 敏嗣 GMG八王子 91 (43、48)

本澤 顕一 日高 77 (37、40) 66 桜本 利一 ラインヒル 81 (44、37) 118 植松 進一 平川 85 (44、41) 148 近藤 伸一 入間 94 (46、48)

相田 喜久夫 芳賀 77 (36、41) 入野 康昭 水戸 81 (43、38) 107 渡辺 洋之 皐月･佐野 85 (44、41) 岸 俊光 浦和 94 (45、49)

28 斉藤 裕一 鹿沼 78 (41、37) 中林 清人 あさひヶ丘 81 (42、39) 大竹 茂 日高 85 (44、41) 150 木村 泰造 扶桑 96 (47、49)

小久保 武夫 小川 78 (41、37) 高山 薫 嵐山 81 (42、39) 井上 達 飯能 85 (43、42) 151 小林 芳男 秋山 98 (47、51)

渡辺 和行 玉造 78 (40、38) 小川 準一 埼玉国際 81 (42、39) 山内 善正 鴻巣 85 (43、42) 失格 菊池 宗雄 伊香保

西山 靖彦 白鳳 78 (40、38) 林 芙左一 鹿沼 81 (41、40) 川上 晃 船橋 85 (43、42) 欠場 佐々木 力 ザ・レイクス

市川 清 小川 78 (39、39) 阿部 哲 東京 81 (41、40) 鈴木 弘之 都賀 85 (43、42) 欠場 大和 昭光 船橋

木村 延久 赤城国際 78 (39、39) 河村 友正 龍ヶ崎 81 (40、41) 青木 勇 武蔵松山 85 (42、43) 欠場 小澤 孝男 武蔵

大澤 克之 高根 78 (39、39) 栗原 宏之 扶桑 81 (40、41) 池田 誠 太平洋・御殿場 85 (42、43) 欠場 川端 和憲 小千谷

立石 眞一 JGM高崎ロイヤルオーク 78 (39、39) 伊藤 幸信 入間 81 (39、42) 川野 和生 袖ヶ浦 85 (42、43) 欠場 高野 俊英 小千谷

- 以 上、 予 選 通 過 － 黒沢 三郎 美里 81 (36、45) 矢島 秀世 寄居 85 (42、43) 欠場 橋本 邦夫 茨城

西村 邦夫 石坂 78 (38、40) 77 小口 邦雄 千葉 82 (43、39) 清水 卓馬 狭山 85 (41、44) 欠場 阿部 孝信 日光

太田 冨美夫 江戸崎 78 (37、41) 奥澤 國男 龍ヶ崎 82 (43、39) 119 江藤 文夫 東ノ宮 86 (44、42) 欠場 新田 元大 石坂

38 竹之内 康一 セゴビア 79 (42、37) 三上 勤 ノーザン錦ヶ原 82 (42、40) 沢登 勝良 船橋 86 (43、43)

福田 栄二 川越 79 (42、37) 田口 文一 佐野 82 (42、40) 中村 純 東京 86 (43、43)

北裏 富麿 東松山 79 (41、38) 幕田 俊信 東ノ宮 82 (42、40) 髙橋 誠 藤岡 86 (43、43)

8月29日(月)

関東ミッドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

東松山カントリークラブ　東・中コース( 6421Yards   Par 72 )


