
会場：

期日：
エントリー： 72名

出場： 65名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 稲田 一男 栃木 74 (36、38) 木庭 清 カナリヤガーデン 87 (44、43)

2 中野 貞宜 東我孫子 76 (35、41) 水野 清 鶴舞 87 (43、44)

3 似田 幹男 キングフィールズ 77 (40、37) 浅野 隆司 龍ヶ崎 87 (43、44)

4 薮下 武義 千葉新日本 78 (39、39) 萩原 茂 赤城国際 87 (40、47)

福田 勇 岡部チサン 78 (36、42) 45 多田 稔 猿島 88 (46、42)

6 永井 明 クリアビュー 79 (41、38) 近藤 則道 東我孫子 88 (46、42)

藤原 利行 オーク・ヒルズ 79 (40、39) 安倍 敬三 岡部チサン 88 (44、44)

河野 晃 甲府国際 79 (40、39) 平澤 瑞雄 成田ハイツリー 88 (44、44)

阿久津 征一 袖ヶ浦 79 (39、40) 大久保 維綱 相模野 88 (43、45)

池田 永徳 マグレガー 79 (39、40) 徳永 一充 龍ヶ崎 88 (42、46)

11 池田 一郎 小金井 80 (40、40) 工藤 鈴夫 クリアビュー 88 (40、48)

斉藤 征修 南摩城 80 (40、40) 52 田中 實 キングフィールズ 89 (45、44)

杉山 利和 藤ヶ谷 80 (38、42) 市川 透 一の宮 89 (45、44)

14 石井 龍男 麻倉 81 (42、39) 後藤 尚志 小金井 89 (43、46)

野本 泰司 広陵 81 (42、39) 55 安藤 功 東名 90 (48、42)

細江 明浩 東千葉 81 (40、41) 春日 芳邦 白鳳 90 (45、45)

矢頭 恒友 小金井 81 (40、41) 57 高木 武彦 斑尾高原 91 (46、45)

平間 晴雄 鹿沼72 81 (39、42) 58 森 俊彦 鷹之台 92 (50、42)

19 得能 三郎 栃木 82 (43、39) 武野内 七郎 栗橋國際 92 (46、46)

前島 洋志 飯能 82 (43、39) 60 松井 義明 日高 94 (49、45)

黒澤 常三郎 飯能 82 (41、41) 61 林 吉男 日高 95 (48、47)

石井 富夫 埼玉 82 (39、43) 牟田 龍一郎 川越 95 (46、49)

23 杉原 宏 飯能 83 (41、42) 63 石塚 哲央 アスレチック 96 (43、53)

高橋 孝一 大利根 83 (41、42) 失格 吉原 貞夫 日高

神村 種臣 藤ヶ谷 83 (41、42) 失格 竹内 幹哉 緑野

26 関 盛義 石地シーサイド 84 (43、41) 欠場 松本 勝巳 小金井

河村 友正 龍ヶ崎 84 (42、42) 欠場 小川 光生 川越

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 山下 寛 平川

加藤 明 鎌ヶ谷 84 (42、42) 欠場 大垣 学人 筑波学園

田中 菊雄 東京よみうり 84 (40、44) 欠場 安田 進 千葉新日本

30 吉川 幸男 廣済堂埼玉 85 (43、42) 欠場 平井 英宣 小金井

松井 正男 総武 85 (43、42) 欠場 加藤 賢 藤岡

小林 俊一 飯能 85 (42、43)

33 野村 義弘 飯能 86 (45、41)

高間 英理 成田ハイツリー 86 (42、44)

田崎 久太郎 東我孫子 86 (41、45)

36 井上 陽平 鷹之台 87 (47、40)

山本 利次 真名 87 (46、41)

古賀 剛大 霞南 87 (45、42)

仲田 功 飯能 87 (44、43)

岡村 光治 那須小川 87 (44、43)

4月23日(月)

平成24年度関東グランドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

総武カントリークラブ総武コース 東・中コース( 6327Yards   Par 72 )


