
会場：

期日：
エントリー： 72名

出場： 64名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 中島 廣行 秦野 72 (36、36) 荒川 健 茨城パシフィック 89 (42、47)

2 佐藤 重信 かすみがうらOGM 76 (39、37) 綿貫 敬三 小御門 89 (41、48)

3 高橋 久雄 東松山 78 (40、38) 43 内田 幸穂 津久井湖 90 (47、43)

斉藤 凱利 廣済堂埼玉 78 (39、39) 上家 良文 茨城パシフィック 90 (46、44)

高橋 功 習志野 78 (39、39) 馬渕 博臣 麻生 90 (40、50)

大山 四郎 新千葉 78 (39、39) 46 田辺 義和 桜 91 (47、44)

7 綱島 公正 麻生 79 (39、40) 須山 旦次 ゴールド木更津 91 (45、46)

8 成川 亘茂 フレンドシップ 80 (41、39) 鹿島 威二 立川国際 91 (44、47)

9 横山 久雄 相模原 81 (42、39) 49 青山 勇 水戸 92 (47、45)

岡田 光正 嵐山 81 (41、40) 飯田 修治 鴻巣 92 (47、45)

根本 太涛 水戸 81 (37、44) 比嘉 一夫 鴻巣 92 (46、46)

12 安室 博明 ロイヤルスター 82 (42、40) 山田 忍 嵐山 92 (45、47)

酒井 佐之 取手国際 82 (41、41) 53 廣瀬 義晋 富士平原 93 (44、49)

船越 茂人 スプリングフィルズ 82 (41、41) 54 高嶋 一 嵐山 94 (45、49)

斉藤 武夫 メイプルポイント 82 (41、41) 55 鈴木 昭治 小御門 95 (48、47)

斎藤 昌俊 嵐山 82 (38、44) 大村 真陸郎 セゴビア 95 (46、49)

17 蕪内 洋雄 水戸 83 (41、42) 横畑 敦夫 大平台 95 (46、49)

金子 治郎 富士笠間 83 (39、44) 58 山岸 靖 サンヒルズ 96 (46、50)

19 中村 清 水戸 84 (41、43) 新井 康雄 岡部チサン 96 (44、52)

尾崎 和夫 桜 84 (39、45) 60 藤井 昇 大平台 99 (50、49)

山口 清 アスレチック 84 (37、47) 山崎 長雄 嵐山 99 (40、59)

22 田辺 庄司 麻生 85 (42、43) 失格 志田 宜勇 かずさ

冨澤 和行 東松苑 85 (42、43) 失格 新井 銀三郎 水戸

橋本 年旦 水戸 85 (42、43) 棄権 木島 侑二 房総

田村 春二 大平台 85 (41、44) 欠場 笠川 勝利 習志野

26 植田 春夫 水戸 86 (44、42) 欠場 内山 孝宏 セントラル

中澤 治重 青梅 86 (43、43) 欠場 庄司 達 霞南

- 以 上、 予 選 通 過 － 欠場 多田 保男 霞南

鈴木 健明 ザ・レイクス 86 (42、44) 欠場 谷中 正男 水戸

29 田尻 友一 茨城パシフィック 87 (44、43) 欠場 清水 幸雄 鷹

吉良 克己 花生 87 (44、43) 欠場 渡邉 宣彦 桜

井本 修平 桜 87 (43、44) 欠場 足立 今朝六 総武

32 安島 大三 水戸グリーン 88 (46、42)

山中 義衛 浦和 88 (45、43)

菊池 浩 水戸 88 (44、44)

池田 正和 横浜 88 (44、44)

石川 辰雄 鴻巣 88 (43、45)

37 大東 邦昭 東松山 89 (45、44)

木村 敏之 嵐山 89 (44、45)

大島 寛治 鴻巣 89 (44、45)

渡辺 恒夫 鴻巣 89 (43、46)

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3ブロック予選競技

総武カントリークラブ総武コース 西・東コース( 6344Yards   Par 72 )


