
会場：

期日：

エントリー： 137名

出場： 133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 町田 元一 勝浦 71 (35、36) 加藤 明 鎌ヶ谷 79 (40、39) 秋谷 泰次 桜 82 (41、41) 桐生 峰男 ブリック＆ウッド 89 (41、48)

2 福島 順信 江戸崎 72 (37、35) 小松崎 尊久 常陽 79 (39、40) 深澤 潔 セゴビア 82 (39、43) 124 高橋 久雄 京葉 90 (50、40)

上重 修 東千葉 72 (35、37) 白井 敏夫 総武 79 (39、40) 84 島岡 利夫 総武 83 (46、37) 鮫島 恒男 船橋 90 (47、43)

4 照井 康平 武蔵 73 (38、35) 松島 昭利 きみさらず 79 (39、40) 晴山 康夫 加茂 83 (45、38) 竹永 和美 南総 90 (47、43)

浅井 一夫 新千葉 73 (37、36) 鈴木 國也 ザ・ジャパン 79 (38、41) 甲斐 利男 佐倉 83 (44、39) 荒井 忠夫 クリアビュー 90 (43、47)

6 延田 政弘 米原 74 (39、35) 澁谷 重氏 新千葉 79 (38、41) 櫨山 陶一 麻生 83 (44、39) 128 小田 宏 江戸崎 92 (47、45)

7 西山 靖彦 白鳳 75 (40、35) 阪田 哲男 袖ヶ浦 79 (37、42) 木村 茂 中山 83 (44、39) 129 坂本 勝治 フレンドシップ 93 (47、46)

山本 広市 総武 75 (38、37) 内山 訓治 船橋 79 (36、43) 橋谷田 惠二 霞台 83 (43、40) 130 小林 義雄 南富士 95 (46、49)

伊藤 正幸 鎌ヶ谷 75 (36、39) 49 中川 利貞 総武 80 (42、38) 重光 進 太平洋・御殿場 83 (43、40) 131 高橋 政彦 ロイヤルスター 96 (50、46)

村越 保 房総 75 (35、40) 深澤 一三 グレンオークス 80 (41、39) 冨田 昇 房総 83 (43、40) 失格 高野 博 アスレチックガーデン

11 和田 泰治 房総 76 (40、36) 木村 光方 習志野 80 (41、39) 森 英明 ロイヤルスター 83 (43、40) 棄権 内山 孝宏 セントラル

宇田川 光男 常陽 76 (40、36) 中村 昇 成田東 80 (41、39) 真辺 秀範 習志野 83 (40、43) 欠場 大塚 泰一郎 麻倉

伊藤 正利 長太郎 76 (38、38) 額賀 義朗 船橋 80 (41、39) 菊地 章 成田ヒルズ 83 (40、43) 欠場 金本 元章 アスレチックガーデン

熊谷 勇夫 パ協 76 (38、38) 中島 仁三 成田東 80 (41、39) 95 佐藤 寿男 東我孫子 84 (44、40) 欠場 三澤 秀行 京葉

関 秀勝 玉造 76 (38、38) 澤井 均 東千葉 80 (41、39) 西田 利一 府中 84 (43、41) 欠場 岡部 正己 府中

近藤 廣一 府中 76 (38、38) 森塚 光彦 千葉夷隅 80 (40、40) 篠田 優 鎌ヶ谷 84 (43、41)

藤方 修三 霞台 76 (38、38) 鈴木 晟夫 東京湾 80 (39、41) 山木 博夫 ロイヤルスター 84 (41、43)

白石 忠信 大平台 76 (37、39) 櫻本 實 JGM セベバレステロス 80 (38、42) 渡辺 和行 玉造 84 (40、44)

笠川 喜久男 鷹之台 76 (37、39) 59 田中 満 成田東 81 (44、37) 山崎 隆俊 加茂 84 (40、44)

山宮 邦夫 府中 76 (37、39) 佐久間 義雄 姉ヶ崎 81 (43、38) 鈴木 由蔵 桜 84 (39、45)

21 根本 昭廣 鎌ヶ谷 77 (41、36) 久松 政人 富士笠間 81 (43、38) 102 三本 成忠 成田ヒルズ 85 (46、39)

川上 良一 鎌ヶ谷 77 (41、36) 鵜澤 和 鹿島の杜 81 (42、39) 若菜 茂 千葉国際 85 (42、43)

斎藤 光男 東京湾 77 (40、37) 中山 秀之 水戸 81 (42、39) 104 冨士原 聖 かずさ 86 (45、41)

山田 勧 東千葉 77 (38、39) 那須 哲郎 桜 81 (42、39) 関根 守夫 鷹之台 86 (45、41)

小澤 敬博 東我孫子 77 (38、39) 中島 有二 グレンオークス 81 (42、39) 安室 博明 ロイヤルスター 86 (45、41)

26 金井 勝 佐原 78 (42、36) 浅川 辰彦 武蔵 81 (42、39) 大久保 正義 玉造 86 (44、42)

渡辺 健 総武 78 (42、36) 森永 正隆 鷹之台 81 (42、39) 和田 稔 都留 86 (40、46)

染谷 健市 扶桑 78 (41、37) 沢登 勝良 船橋 81 (41、40) 109 大数加 祥平 鎌ヶ谷 87 (47、40)

- 以 上、 予 選 通 過 － 荻野 幸伸 千葉新日本 81 (41、40) 染谷 繁 霞台 87 (46、41)

平野 義隆 南茂原 78 (41、37) 高橋 純一 赤羽 81 (40、41) 野澤 元 富士チサン 87 (45、42)

松崎 晴雄 江戸崎 78 (40、38) 木村 安政 猿島 81 (40、41) 野中 征夫 赤羽 87 (44、43)

首代 明秀 南総 78 (40、38) 川島 謙扶 新千葉 81 (40、41) 鈴木 悟 万木城 87 (42、45)

野田 展央 南富士 78 (39、39) 鶴町 和久 富里 81 (39、42) 114 林 俊安 ロイヤルスター 88 (46、42)

安田 進 千葉新日本 78 (39、39) 石丸 誠司 南摩城 81 (39、42) 周本 昌山 ロイヤルスター 88 (45、43)

菅野 康史 山田 78 (39、39) 山下 勝紀 扶桑 81 (39、42) 脇田 三郎 千葉 88 (44、44)

砂山 武則 越生 78 (39、39) 76 西村 新一 麻生 82 (42、40) 礒 新一 佐原 88 (44、44)

馬渕 博臣 鎌ヶ谷 78 (38、40) 梨澤 六郎 セントラル 82 (42、40) 近藤 次郎 成田東 88 (43、45)

37 齋藤 博活 万木城 79 (43、36) 三門 杲 習志野 82 (42、40) 安田 恒雄 フレンドシップ 88 (43、45)

白鳥 宏司 袖ヶ浦 79 (42、37) 笠井 正明 習志野 82 (41、41) 半田 明 東京五日市 88 (41、47)

植松 進一 平川 79 (41、38) 小玉 昇 八幡 82 (41、41) 121 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 89 (46、43)

湯川 国秋 千葉 79 (41、38) 池田 和夫 桜 82 (41、41) 寺田 素夫 JGM セベバレステロス 89 (44、45)

8月27日(月)

平成30年関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

船橋カントリー倶楽部( 6387Yards   Par 72 )


