
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 138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 石原 紀一 総武 69 (33、36) 佐々木 厚史 クリアビュー 77 (35、42) 鈴木 敏夫 茨城 81 (40、41) 川口 勝弘 袖ヶ浦 86 (41、45)

2 後藤 栄治 かすみがうらOGM 71 (35、36) 42 中田 俊雄 千葉 78 (40、38) 白鳥 弘幸 千葉 81 (40、41) 124 脇田 三郎 千葉 87 (46、41)

3 室野 歩 東千葉 73 (38、35) 川邉 悦史 立野クラシック 78 (40、38) 小鳥 英樹 大利根 81 (40、41) 錦織 啓市 栃木ヶ丘 87 (44、43)

鯨井 章 常陽 73 (38、35) 荒井 秀治 土浦 78 (39、39) 中村 盛司 スプリングフィルズ 81 (39、42) 岸 俊光 浦和 87 (43、44)

浅野 博司 浦和 73 (36、37) 西野 耕一郎 立野クラシック 78 (39、39) 浮ケ谷 信夫 総武 81 (39、42) 野口 淑行 カレドニアン 87 (41、46)

6 和田 敏郎 成田ヒルズ 74 (38、36) 中村 敬一 我孫子 78 (39、39) 大部 一成 平川 81 (38、43) 128 斎藤 順彦 千葉 88 (43、45)

市原 和実 総武 74 (37、37) 瀧澤 光雄 我孫子 78 (39、39) 根本 博一 川越 81 (38、43) 安富 秀樹 総武 88 (43、45)

鈴木 清治 猿島 74 (37、37) 清水 重夫 鳩山 78 (38、40) 山本 哲也 平川 81 (38、43) 中尾 一郎 アスレチックガーデン 88 (43、45)

石倉 真成 中山 74 (37、37) 池田 倫彦 クリアビュー 78 (38、40) 傍島 伸之 姉ヶ崎 81 (38、43) 安原 宣夫 浦和 88 (41、47)

岩橋 正治 茨城 74 (36、38) 木村 明 扶桑 78 (38、40) 岡 靖久 セゴビア 81 (37、44) 132 加茂野 新一 栃木ヶ丘 91 (44、47)

村田 達勇 成田ヒルズ 74 (36、38) 樋口 憲 総武 78 (38、40) 92 小倉 雄治郎 総武 82 (43、39) 及川 正巳 長太郎 91 (43、48)

12 渋澤 卓也 取手国際 75 (40、35) 白濱 秀樹 長岡 78 (37、41) 小松崎 尊久 常陽 82 (43、39) 134 塩原 重男 猿島 92 (50、42)

寺村 義美 千葉 75 (38、37) 松島 昭利 きみさらず 78 (37、41) 石山 美紀 八幡 82 (43、39) 齋藤 純靖 ワンウェイ 92 (47、45)

吉田 義美 藤ヶ谷 75 (37、38) 濵部 浩一 クリアビュー 78 (36、42) 神谷 泰良 千葉 82 (43、39) 136 佐々木 日出男 セゴビア 93 (45、48)

木村 立児 嵐山 75 (37、38) 55 高島 吉童 スプリングフィルズ 79 (42、37) 榎本 暁彦 皆川城 82 (42、40) 137 林 明男 東千葉 96 (45、51)

椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド 75 (37、38) 瀬戸 信昭 鷹之台 79 (41、38) 和田 光司 嵐山 82 (41、41) 棄権 飯塚 晃 千葉

17 糟谷 治男 我孫子 76 (40、36) 岡田 佳也 千葉 79 (40、39) 上田 参児 東松山 82 (41、41) 欠場 黒澤 久雄 千葉

織田 良一 大利根 76 (39、37) 前田 信吾 中山 79 (39、40) 松倉 喜一 ロイヤルスター 82 (40、42) 欠場 森 甚 袖ヶ浦

- 以 上、 予 選 通 過 － 三瓶 幸博 平川 79 (39、40) 井上 浩 草津 82 (40、42) 欠場 大須賀 和博 千葉

木村 光方 習志野 76 (39、37) 加藤 眞悟 川越 79 (38、41) 八木 伸二 東千葉 82 (40、42) 欠場 宮 敏夫 習志野

湯川 国秋 千葉 76 (38、38) 小玉 昇 八幡 79 (38、41) 大和田 晃 茨城パシフィック 82 (39、43) 欠場 佐々 憲夫 平川

野口 勇 クリアビュー 76 (38、38) 成田 賢二 大利根 79 (38、41) 荻野 洋 江戸崎 82 (39、43) 欠場 坂内 義之 栃木ヶ丘

林 三郎 茨城 76 (38、38) 室谷 光章 クリアビュー 79 (38、41) 工藤 博 千葉 82 (39、43)

水野谷 章 猿島 76 (37、39) 鈴木 宣弥 鷹之台 79 (38、41) 山崎 勝也 立野クラシック 82 (39、43)

白石 忠信 大平台 76 (37、39) 美濃村 和男 龍ヶ崎 79 (38、41) 橋谷田 惠二 霞台 82 (38、44)

染谷 健市 扶桑 76 (37、39) 牧野 幸之助 カレドニアン 79 (38、41) 會田 茂 宍戸ヒルズ 82 (38、44)

白井 敏夫 総武 76 (37、39) 樺澤 俊和 鴻巣 79 (37、42) 108 斉藤 輝雄 千葉 83 (42、41)

海老原 昇 取手国際 76 (36、40) 松尾 繁 平川 79 (37、42) 高野 健 つくばね 83 (42、41)

大八木 陽一 千葉 76 (35、41) 今野 達則 麻倉 79 (37、42) 田葉 正信 龍ヶ崎 83 (40、43)

29 小村 斎 総武 77 (40、37) 川口 雅彦 袖ヶ浦 79 (37、42) 111 堀切 宗弘 東千葉 84 (42、42)

荻野 幸伸 千葉新日本 77 (40、37) 白井 健司 水戸 79 (37、42) 飯島 敏勝 千葉 84 (41、43)

角田 茂晴 平川 77 (39、38) 72 杉崎 久實 東筑波 80 (41、39) 仁平 克弥 東筑波 84 (41、43)

高柳 兵吾 猿島 77 (39、38) 山口 雅司 大利根 80 (41、39) 八木 和男 藤ヶ谷 84 (40、44)

溝端 隆一 千葉 77 (39、38) 増山 茂樹 千葉 80 (40、40) 平山 和成 都賀 84 (39、45)

鏑木 秀幸 江戸崎 77 (38、39) 平林 淑民 立野クラシック 80 (39、41) 116 戸田 光太郎 我孫子 86 (45、41)

平野 正行 姉ヶ崎 77 (38、39) 中野 五雄 浦和 80 (38、42) 細川 雅弘 アスレチックガーデン 86 (43、43)

田中 秀幸 南総 77 (37、40) 石丸 誠司 南摩城 80 (38、42) 伊藤 義雄 千葉 86 (42、44)

臼井 誠 我孫子 77 (36、41) 橋本 智行 クリアビュー 80 (37、43) 遠藤 直樹 立野クラシック 86 (42、44)

新倉 正明 千葉 77 (36、41) 79 冨永 勝 総武 81 (44、37) 成毛 浩之 成田ヒルズ 86 (42、44)

岡戸 行雄 浅見 77 (36、41) 笠原 昇 ロイヤルスター 81 (42、39) 松井 英一 猿島 86 (41、45)

南 博 クリアビュー 77 (35、42) 蛯原 潤 我孫子 81 (41、40) 鶴永 武久 浦和 86 (41、45)

6月26日(月)

平成29年度関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

千葉カントリークラブ 野田コース( 6407Yards   Par 72 )


