
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 鈴木 克彦 東名厚木 71 (33、38) 竹平 卓生 東名厚木 80 (40、40) 佐藤 敏夫 伊豆にらやま 83 (41、42) 123 高橋 徹 東松山 88 (48、40)

2 望月 敬次 大相模 72 (36、36) 菅井 雅之 嵐山 80 (40、40) 馬場 康次 武蔵野 83 (41、42) 新井田 尚弘 東名 88 (45、43)

3 亀ケ谷 修 レインボー 74 (37、37) 江川 健一 平川 80 (39、41) 山下 一郎 チェックメイト 83 (41、42) 木田 芳美 上野原 88 (44、44)

嶋野 菊治 加茂 74 (36、38) 久保田 俊昭 立川国際 80 (39、41) 山口 雅行 オリムピック 83 (41、42) 中里 敏宏 東名厚木 88 (42、46)

阿部 逸朗 日高 74 (36、38) 上野 憲二 府中 80 (39、41) 椎名 康之 武蔵 83 (39、44) 和田 稔 都留 88 (41、47)

6 阿藤 晋一郎 青梅 75 (41、34) 小林 慶一 霞ヶ関 80 (39、41) 87 元木 宏 成田GC 84 (44、40) 128 亀井 俊文 さいたま 89 (44、45)

田代 猛 東名厚木 75 (38、37) 太田 義之 富里 80 (39、41) 岡田 正毅 東京よみうり 84 (43、41) 布施 勝章 高根 89 (43、46)

細野 敏彦 武蔵野 75 (37、38) 美和 健一郎 習志野 80 (39、41) 三ツ木 隆之 八王子 84 (43、41) 130 宮原 昌一 大相模 90 (46、44)

9 田邉 光男 飯能 76 (38、38) 甘利 常仁 東京五日市 80 (38、42) 平岡 成介 美浦 84 (43、41) 小川 晃一 東京国際 90 (44、46)

林 靖浩 武蔵 76 (38、38) 50 窪田 哲郎 八王子 81 (43、38) 冨澤 寛史 鹿沼72 84 (43、41) 132 平山 康則 立川国際 91 (48、43)

片野 由次 オリムピック 76 (38、38) 小原 久仁視 穂高 81 (42、39) 紺屋 博行 鹿島の杜 84 (42、42) 阿川 茂 上野原 91 (47、44)

中原 正人 大相模 76 (38、38) 橋本 圭司 八王子 81 (41、40) 田中 賢正 ルーデンス 84 (42、42) 134 稲 一弥 高根 92 (49、43)

梅田 佳孝 府中 76 (37、39) 石川 紀彦 飯能 81 (41、40) 海老澤 健一 八王子 84 (42、42) 細田 忠司 武蔵野 92 (44、48)

渡辺 能邦 武蔵野 76 (36、40) 西澤 健司 穂高 81 (41、40) 森川 均 平塚富士見 84 (41、43) 136 木村 眞 東京国際 96 (47、49)

15 上田 和永 成田ハイツリー 77 (40、37) 飯田 雅之 高根 81 (40、41) 小野邉 和夫 チェックメイト 84 (41、43) 棄権 上村 岩男 越生

白浜 茂靖 オリムピック 77 (39、38) 佐藤 正 木更津 81 (40、41) 岡崎 謙 佐倉 84 (40、44) 棄権 中山 透 赤羽

永山 守 武蔵野 77 (39、38) 小川 保雄 オリムピック 81 (40、41) 98 青木 安輝 GMG八王子 85 (45、40) 欠場 斉藤 清人 オリムピック

長尾 博文 青梅 77 (39、38) 白井 信明 愛鷹 81 (39、42) 岩本 陽一郎 オリムピック 85 (43、42) 欠場 勝家 哲夫 穂高

- 以 上、 予 選 通 過 － 内田 圭信 武蔵野 81 (39、42) 牧野 佳伸 チェックメイト 85 (43、42) 欠場 石黒 真理夫 府中

中村 英彦 富士 77 (38、39) 濱田 正行 清川 81 (39、42) 大神田 充 神奈川 85 (42、43) 欠場 吉田 潔 本千葉

谷 真 桜ヶ丘 77 (37、40) 篠崎 俊治 総武 81 (39、42) 吉村 誠治 上野原 85 (41、44) 欠場 近藤 雅英 相模湖

相田 昌樹 木更津 77 (35、42) 長谷川 菊夫 清川 81 (38、43) 皆川 兼道 中山 85 (41、44) 欠場 瀬木 能章 嵐山

22 永井 英輔 東京国際 78 (41、37) 木村 厚 鹿沼 81 (37、44) 高橋 久雄 京葉 85 (40、45)

島村 敏 八王子 78 (40、38) 64 片野 誠一 東京国際 82 (42、40) 岩木 洋一 日高 85 (39、46)

菅野 博 中央都留 78 (39、39) 武藤 永男 相模原 82 (42、40) 106 平方 彰 伊香保国際 86 (48、38)

柳本 常雄 オリムピック 78 (39、39) 樋田 真 横浜 82 (42、40) 立石 源治 東名厚木 86 (47、39)

山本 浩 我孫子 78 (39、39) 石井 均 成田東 82 (41、41) 河合 真人 長竹 86 (44、42)

篠崎 州央 千葉国際 78 (37、41) 金谷 実 多摩 82 (40、42) 鶴之園 基一 美里 86 (43、43)

28 西川 幸一郎 府中 79 (42、37) 柞山 啓一 府中 82 (40、42) 笠原 啓二 チェックメイト 86 (43、43)

金丸 保 ザ ナショナル・埼玉 79 (40、39) 増山 浩喜 GMG八王子 82 (40、42) 森田 治夫 武蔵 86 (41、45)

萩原 則之 東千葉 79 (39、40) 春名 和彦 上野原 82 (40、42) 梅澤 武彦 相模原 86 (40、46)

佐藤 文友 成田ハイツリー 79 (39、40) 鈴木 直人 上野原 82 (40、42) 113 寺島 英男 八王子 87 (48、39)

家泉 英明 東千葉 79 (39、40) 犬飼 修三 鳩山 82 (40、42) 三葛 良平 皐月･佐野 87 (45、42)

兼坂 慶三 府中 79 (39、40) 飯田 隆男 オリムピック 82 (39、43) 渡 明弘 カレドニアン 87 (44、43)

岡野 公一 東京五日市 79 (38、41) 萩原 裕侍 ザ・レイクス 82 (39、43) 安中 司 東京五日市 87 (44、43)

森島 宏之 狭山 79 (37、42) 76 古川 孝蔵 上総モナーク 83 (43、40) 眞々田 恒久 紫 87 (44、43)

36 矢部 嘉一 東京国際 80 (42、38) 黒岩 一紘 府中 83 (42、41) 中原 剛 東京国際 87 (44、43)

内堀 秀司 妙義 80 (42、38) 中西 完 府中 83 (42、41) 田村 甲午 皐月･佐野 87 (43、44)

嶋田 憲人 青梅 80 (41、39) 伊野 隆信 上野原 83 (42、41) 久田 寿男 武蔵 87 (42、45)

諏訪 邦彦 京葉 80 (41、39) 澤井 均 東千葉 83 (42、41) 山田 照雄 オリムピック 87 (41、46)

水上 富登 府中 80 (40、40) 佐々木 雅朗 東京国際 83 (41、42) 永岡 頼之 常陽 87 (40、47)

6月26日(月)

平成29年度関東シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

府中カントリークラブ( 6628Yards   Par 72 )


