
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 横田 雅一 妙高サンシャイン 73 (36、37) 小林 正志 森林公園 79 (37、42) 飯塚 忠夫 埼玉国際 84 (41、43) 鷲尾 聡 熊谷 89 (46、43)

松平 光徳 玉川 73 (35、38) 42 金丸 保 ザ ナショナル・埼玉 80 (43、37) 添田 雅之 小川 84 (41、43) 時田 芳人 熊谷 89 (44、45)

関根 幸一 岡部チサン 73 (34、39) 髙橋 薫 ザ・竜ヶ崎 80 (42、38) 広井 智一 ザ ナショナル・埼玉 84 (41、43) 石田 真 ゴールド佐野 89 (44、45)

4 霜田 邦明 大日向 74 (39、35) 小林 宏輔 我孫子 80 (42、38) 村上 拓也 セゴビア 84 (39、45) 高橋 雄二 皐月･佐野 89 (44、45)

梅澤 吉朗 初穂 74 (38、36) 青山 透 ザ ナショナル・埼玉 80 (41、39) 86 伊藤 幸信 入間 85 (45、40) 井山 光一 川越 89 (44、45)

高島 吉童 スプリングフィルズ 74 (36、38) 小沼 金一 岡部チサン 80 (41、39) 中村 哲也 飯能グリーン 85 (44、41) 瀧田 敏明 高麗川 89 (38、51)

7 橋本 和男 皐月･佐野 75 (39、36) 和泉 一夫 皐月･佐野 80 (40、40) 滝島 和好 川越 85 (43、42) 129 水野 正臣 桜ヶ丘 90 (46、44)

秋山 肇 熊谷 75 (37、38) 小林 好司 飯能 80 (40、40) 中島 正 塩原 85 (42、43) 森田 治夫 武蔵 90 (45、45)

仙庭 悟 玉川 75 (37、38) 榎並 雪彦 草津 80 (40、40) 福島 静雄 鳩山 85 (42、43) 田尻 正敏 長岡 90 (42、48)

伊禮 進 埼玉国際 75 (37、38) 横田 浩 鳩山 80 (40、40) 坂内 義之 栃木ヶ丘 85 (41、44) 132 原 房孝 さいたま 91 (46、45)

西野 伸幸 森林公園 75 (36、39) 根岸 茂 メイレイクヒルズ 80 (40、40) 加藤 眞悟 川越 85 (40、45) 133 牧野 良一 児玉 94 (50、44)

12 徳山 正雄 岡部チサン 77 (40、37) 神 羊二 ノーザン錦ヶ原 80 (39、41) 冨山 充 皐月･佐野 85 (40、45) 金子 博幸 メイフラワー 94 (44、50)

須長 順一 高山 77 (39、38) 飯田 雅之 高根 80 (39、41) 山田 繁喜 鳩山 85 (39、46) 135 桑名 伸明 栃木ヶ丘 98 (47、51)

布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (38、39) 池田 陽介 武蔵 80 (38、42) 鈴木 敏藏 高麗川 85 (39、46) 136 高本 博之 美里 103 (49、54)

櫻井 通有 岡部チサン 77 (38、39) 齊藤 雄二 越生 80 (37、43) 96 渡會 公士 川越 86 (45、41) 棄権 佐々木 幸治 成田東

来住野 忠之 さいたま 77 (37、40) 56 小嶋 敬一 青梅 81 (44、37) 石川 進 飯能グリーン 86 (44、42) 棄権 小林 慶一 霞ヶ関

市原 和実 総武 77 (37、40) 及川 修 鷹 81 (42、39) 岡安 孝治 大平台 86 (44、42) 欠場 岡部 雄二 日高

陶 章司 常陽 77 (36、41) 福澤 勇二 川越 81 (41、40) 北 孝好 埼玉国際 86 (43、43) 欠場 緑川 貴 レインボー

19 小山 博義 飯能グリーン 78 (40、38) 篠塚 和彦 武蔵野 81 (41、40) 大倉 一浩 太田双葉 86 (43、43) 欠場 渡辺 基樹 ノーザン錦ヶ原

- 以 上、 予 選 通 過 － 戸田 光太郎 我孫子 81 (41、40) 池田 広三 メイフラワー 86 (43、43) 欠場 神川 秀樹 宍戸ヒルズ

粉川 直孝 江戸崎 78 (40、38) 広沢 伸吾 皐月･佐野 81 (41、40) 磯崎 守良 南摩城 86 (43、43) 欠場 一原 一郎 新千葉

厚澤 克俊 鴻巣 78 (39、39) 片柳 勇 栃木ヶ丘 81 (40、41) 目崎 仁 小千谷 86 (42、44) 欠場 吉川 正憲 熊谷

岡戸 行雄 浅見 78 (39、39) 橋本 要 ザ・竜ヶ崎 81 (40、41) 石田 真吾 レインボー 86 (41、45)

杉本 敏文 川越 78 (39、39) 鈴木 弘之 都賀 81 (39、42) 金子 欣也 大宮国際 86 (41、45)

原田 安浩 ノースショア 78 (38、40) 池田 憲治 嵐山 81 (39、42) 小川 光生 川越 86 (40、46)

細沼 和秋 川越 78 (38、40) 原 勝義 鳩山 81 (39、42) 澤邊 彰 都賀 86 (40、46)

安藤 秀二 浜野 78 (37、41) 市川 隆夫 赤城 81 (38、43) 108 渋澤 卓也 取手国際 87 (44、43)

關橋 光一 ザ ナショナル・埼玉 78 (37、41) 関根 久雄 ノーザン錦ヶ原 81 (38、43) 岡田 義和 武蔵 87 (44、43)

吉田 文雄 霞ヶ関 78 (37、41) 69 富澤 紳一郎 鹿沼 82 (45、37) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 87 (44、43)

29 宇佐見 則男 高根 79 (41、38) 斉藤 晃 オリムピック・レイクつぶらだ 82 (41、41) 菊地 久 烏山城 87 (43、44)

前田 正雄 岡部チサン 79 (40、39) 山崎 達男 大平台 82 (41、41) 戸高 明人 青梅 87 (42、45)

肥後 正章 児玉 79 (40、39) 清水 重夫 鳩山 82 (41、41) 長尾 博文 青梅 87 (42、45)

松井 幸雄 オリムピック・レイクつぶらだ 79 (40、39) 伊澤 喜久男 東千葉 82 (40、42) 佐藤 利光 さいたま 87 (41、46)

小池 健一 長太郎 79 (40、39) 市川 清 小川 82 (39、43) 115 金子 茂行 埼玉国際 88 (45、43)

後藤 正弘 スプリングフィルズ 79 (40、39) 椎名 康之 武蔵 82 (39、43) 前田 信吾 中山 88 (44、44)

甘利 孝浩 川越 79 (39、40) 76 保坂 恭久 十日町 83 (42、41) 杉山 剛正 川越 88 (44、44)

木村 明 扶桑 79 (39、40) 西 悦男 青梅 83 (41、42) 古屋 雅美 岡部チサン 88 (44、44)

牧野 龍一郎 高麗川 79 (38、41) 赤間 貴夫 岡部チサン 83 (40、43) 佐藤 秀樹 美里 88 (39、49)

平林 哲也 サンヒルズ 79 (38、41) 高橋 幸一 川越 83 (39、44) 120 清水 晃 熊谷 89 (47、42)

古川 和夫 スプリングフィルズ 79 (38、41) 80 仲村 高穂美 中山 84 (44、40) 平方 彰 伊香保国際 89 (46、43)

内田 裕 美里 79 (37、42) 小林 且雄 鴻巣 84 (43、41) 中尾 一郎 アスレチックガーデン 89 (46、43)

6月25日(月)

平成30年 関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

川越カントリークラブ 中・西コース( 6515Yards   Par 72 )


