
会場：

期日：
エントリー： 73名

出場： 67名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 寄主 善徳 南茂原 74 (36、38) 佐藤 价平 ベルエア 87 (42、45)

2 土屋 博義 我孫子 77 (39、38) 42 山下 邦之 レインボーヒルズ 88 (47、41)

3 鈴木 元則 習志野 78 (40、38) 小林 智 長瀞 88 (44、44)

吉岡 幸夫 茨城 78 (38、40) 尾関 達昭 鴻巣 88 (44、44)

伊藤 正幸 鎌ヶ谷 78 (38、40) 高橋 佑吉 我孫子 88 (43、45)

6 大場 宣明 新・ユーアイ 79 (44、35) 平野 元一 リバーサイドフェニックス 88 (43、45)

角南 道弘 中山 79 (41、38) 今川 安幸 茨城 88 (43、45)

8 渡邉 孝雄 鹿野山 80 (40、40) 橘田 富貴光 霞台 88 (42、46)

小島 洋衛 袖ヶ浦 80 (38、42) 鈴木 陸郎 筑波 88 (41、47)

10 田村 昇二 小川 81 (45、36) 50 横矢 誠治 山田 89 (47、42)

高橋 紘二郎 飯能 81 (42、39) 橋本 有康 箱根 89 (45、44)

竹澤 孝 ツインレイクス 81 (41、40) 辻 博康 GMG八王子 89 (45、44)

大和 昭光 船橋 81 (41、40) 小澤 博 習志野 89 (44、45)

桐ヶ谷 洋一 鎌倉 81 (39、42) 布川 弘久 鷹之台 89 (43、46)

宮下 邦一 小川 81 (39、42) 松浦 政興 上総モナーク 89 (43、46)

16 遠山 靖夫 総武 82 (43、39) 56 山岸 勇幸 鷹之台 90 (46、44)

森永 正隆 鷹之台 82 (41、41) 西沢 五郎 エンゼル 90 (43、47)

八嶋 貞司 ザ・レイクス 82 (40、42) 58 中崎 安郎 皆川城 91 (48、43)

吉原 孝哉 さいたま梨花 82 (40、42) 渡辺 宏 江戸崎 91 (46、45)

20 酒井 健二 江戸崎 83 (43、40) 市川 勇 美里 91 (45、46)

蜂谷 英夫 鷹之台 83 (43、40) 山本 泰朗 セントラル 91 (44、47)

堺 厚次 あさひヶ丘 83 (42、41) 生田目 義臣 金砂郷 91 (43、48)

清田 敏彦 江戸崎 83 (41、42) 63 前田 忠利 鴨川 92 (47、45)

吉永 武 霞台 83 (41、42) 64 山田 宗義 筑波 93 (46、47)

檜垣 仁一 白鳳 83 (41、42) 65 友景 秀昭 鴨川 94 (47、47)

前田 金十郎 千葉廣済堂 83 (39、44) 66 古屋 博也 霞台 96 (44、52)

27 松本 辰也 江戸崎 84 (44、40) 67 中西 宏行 千葉国際 102 (52、50)

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 谷川 末男 レインボーヒルズ

北條 茂男 浦和 84 (42、42) 欠場 大屋 洋佑 船橋

29 寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 85 (42、43) 欠場 清水田 正機 オリムピック

中野 裕美 藤ヶ谷 85 (39、46) 欠場 山田 享弘 武蔵

31 進藤 明 石坂 86 (45、41) 欠場 大河内 正一 ノーザン赤城

本橋 清次 中山 86 (44、42) 欠場 清水 稔 鴻巣

鮫島 恒男 船橋 86 (44、42)

柳田 武 ザ・レイクス 86 (43、43)

松下 禮二郎 ダイヤグリーン 86 (43、43)

芳川 威巳 霞台 86 (43、43)

成毛 健二 霞台 86 (42、44)

塩原 明 千葉廣済堂 86 (41、45)

39 大林 仁 総武 87 (46、41)

鈴木 康司 エンゼル 87 (43、44)

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2ブロック予選競技

総武カントリークラブ総武コース 中・西コース( 6305Yards   Par 72 )


