
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 149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 宮 辰夫 習志野 71 (36、35) 小坂 栄 ロイヤルスター 78 (39、39) 82 高橋 功 緑野 82 (43、39) 青木 正之 紫 86 (43、43)

杉山 稔 総武 71 (36、35) 松井 辰男 長太郎 78 (39、39) 箕輪 進 東京よみうり 82 (42、40) 村越 保 房総 86 (42、44)

村田 達勇 成田ヒルズ 71 (36、35) 佐久間 淳 千葉夷隅 78 (38、40) 海野 正 ロイヤルスター 82 (42、40) 中島 仁三 成田東 86 (42、44)

4 岩橋 正治 茨城 72 (37、35) 元木 宏 成田GC 78 (37、41) 和田 泰治 房総 82 (41、41) 萩原 正次 本千葉 86 (41、45)

松下 宗嗣 カレドニアン 72 (35、37) 成毛 浩之 ブリック＆ウッド 78 (37、41) 高橋 功一 袖ヶ浦 82 (41、41) 磯野 芳 加茂 86 (40、46)

6 松村 滋基 きみさらず 73 (35、38) 46 白石 忠信 大平台 79 (41、38) 西村 國彦 袖ヶ浦 82 (41、41) 128 坂井 正行 ザ・ジャパン 87 (47、40)

7 東 幸司 オリムピック 74 (37、37) 齋藤 哲也 筑波 79 (40、39) 鈴木 隆之 平川 82 (40、42) 林 明男 東千葉 87 (41、46)

8 上重 修 東千葉 75 (39、36) 飯伏 修 かずさ 79 (40、39) 永井 耕一 レインボーヒルズ 82 (40、42) 小沼野 健一 スターツ笠間 87 (40、47)

渡部 富夫 東松苑 75 (39、36) 佐瀬 敏夫 新千葉 79 (39、40) 松島 昭利 きみさらず 82 (40、42) 131 黛 卯記 房総 88 (47、41)

澁谷 重氏 新千葉 75 (39、36) 堀江 裕明 ザ・ジャパン 79 (39、40) 洞口 忠彦 取手国際 82 (40、42) 鈴木 哲哉 袖ヶ浦 88 (45、43)

市田 雅亮 袖ヶ浦 75 (39、36) 小倉 雄治郎 総武 79 (39、40) 野村 仁志 千葉夷隅 82 (40、42) 133 太田 義之 富里 89 (49、40)

及川 久二 佐原 75 (39、36) 岡安 孝治 大平台 79 (38、41) 小鳥 英樹 大利根 82 (39、43) 戸頃 文明 千葉夷隅 89 (45、44)

西野 耕一郎 立野クラシック 75 (38、37) 吉村 佳彦 総武 79 (38、41) 小村 斎 総武 82 (39、43) 大塚 勇 ザ・レイクス 89 (45、44)

原田 晃 袖ヶ浦 75 (38、37) 滝澤 泰三 習志野 79 (37、42) 平林 淑民 立野クラシック 82 (38、44) 長﨑 修 大厚木 89 (42、47)

山本 広市 総武 75 (37、38) 森 英明 ロイヤルスター 79 (37、42) 笠川 喜久男 鷹之台 82 (38、44) 137 周郷 寿雄 総武 91 (51、40)

16 木村 勝美 ワンウェイ 76 (40、36) 56 首代 明秀 南総 80 (43、37) 砂山 武則 越生 82 (37、45) 洞口 昌彦 取手国際 91 (44、47)

荒井 眞一 筑波 76 (39、37) 植草 豊治 鎌ヶ谷 80 (42、38) 松尾 繁 平川 82 (37、45) 139 蓑田 克己 袖ヶ浦 92 (44、48)

加藤 隆之 成田東 76 (38、38) 桐生 峰男 ブリック＆ウッド 80 (42、38) 99 増田 高彦 新千葉 83 (44、39) 140 竹井 俊樹 ブリック＆ウッド 93 (50、43)

山本 哲也 平川 76 (38、38) 荻野 幸伸 千葉新日本 80 (41、39) 深澤 一三 グレンオークス 83 (43、40) 長浜 浄 相模野 93 (46、47)

宍戸 重一 東松苑 76 (37、39) 蛯原 潤 我孫子 80 (41、39) 池田 健次 龍ヶ崎 83 (43、40) 萩原 裕侍 ザ・レイクス 93 (44、49)

八木 伸二 東千葉 76 (37、39) 金田 昌富 筑波 80 (41、39) 斉藤 昇 源氏山 83 (43、40) 143 池田 友信 立野クラシック 94 (48、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 佐藤 新一 東京湾 80 (41、39) 熊川 賢司 鷹之台 83 (40、43) 144 松倉 喜一 ロイヤルスター 95 (47、48)

室野 歩 東千葉 76 (36、40) 宮下 宜嗣 グレンオークス 80 (40、40) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 83 (40、43) 失格 廣井 栄二 鎌ヶ谷

山田 隆持 戸塚 76 (36、40) 大川 博史 鶴舞 80 (40、40) 和田 均 浅見 83 (40、43) 棄権 傍島 伸之 姉ヶ崎

福田 正明 富士笠間 76 (33、43) 田中 満 成田東 80 (40、40) 染谷 健市 扶桑 83 (39、44) 棄権 篠崎 正一 清川

25 石毛 昌則 新千葉 77 (42、35) 柴崎 充雅 レインボーヒルズ 80 (39、41) 山中 智 ブリック＆ウッド 83 (39、44) 棄権 廣瀬 照康 袖ヶ浦

水田 文生 ブリック＆ウッド 77 (41、36) 松田 五成 JGM セベバレステロス 80 (38、42) 108 平林 哲也 サンヒルズ 84 (46、38) 棄権 若林 彰 リバー富士

山口 雅司 大利根 77 (40、37) 68 吉田 潔 本千葉 81 (43、38) 永田 浩二 桂ヶ丘 84 (42、42) 欠場 新田 鐘大 妙高

和田 敏郎 成田ヒルズ 77 (39、38) 木村 光方 習志野 81 (43、38) 菅谷 昭雄 成田東 84 (42、42) 欠場 竹岡 和彦 那須

吉原 富雄 レインボーヒルズ 77 (39、38) 打越 照久 鹿島の杜 81 (43、38) 土屋 貞雄 新千葉 84 (41、43) 欠場 成田 正義 清川

當麻 正貴 浦和 77 (38、39) 初川 輝純 メイプルポイント 81 (42、39) 鈴木 正剛 横浜 84 (40、44) 欠場 岡澤 豊次 佐原

森 豊 グレンオークス 77 (38、39) 石田 俊一 房総 81 (42、39) 113 武井 康郎 源氏山 85 (47、38) 欠場 岡崎 公聡 東千葉

山崎 寿 南総 77 (37、40) 豊田 弘司 万木城 81 (41、40) 川邉 悦史 立野クラシック 85 (46、39) 欠場 佐藤 正樹 京葉

平野 正行 姉ヶ崎 77 (36、41) 鶴町 和久 習志野 81 (41、40) 森村 武夫 清川 85 (42、43) 欠場 森 文徳 成田ヒルズ

34 仲山 信幸 ザ・ジャパン 78 (42、36) 角田 茂晴 平川 81 (41、40) 内藤 俊也 江戸崎 85 (42、43) 欠場 野竹 一彰 アスレチックガーデン

水島 茂一 江戸崎 78 (41、37) 宮崎 英一 オーク・ヒルズ 81 (41、40) 衣笠 学 千葉新日本 85 (41、44) 欠場 林 俊安 ロイヤルスター

宮 敏夫 習志野 78 (40、38) 鈴木 敏夫 茨城 81 (40、41) 桧山 広道 芙蓉 85 (40、45) 欠場 大辻 順英 総武

杉山 和正 大利根 78 (40、38) 吉原 明裕 新千葉 81 (39、42) 119 永井 四郎 レインボーヒルズ 86 (46、40) 欠場 井上 浩 草津

片野 誠一 東京国際 78 (40、38) 伊藤 正利 長太郎 81 (38、43) 森 甚 袖ヶ浦 86 (44、42)

植松 進一 平川 78 (39、39) 窪田 直利 上総モナーク 81 (38、43) 高原 伸之 市原京急 86 (44、42)

福山 憲一 習志野 78 (39、39) 大部 一成 平川 81 (37、44) 松﨑 敏雄 千葉夷隅 86 (43、43)

7月4日(月)

平成28年度関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

ザ・カントリークラブ･ジャパン ( 6564Yards   Par 72 )


