
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 148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 西川 幸一郎 府中 71 (38、33) 松﨑 正幸 藤岡 79 (39、40) 山本 昌邦 都賀 82 (39、43) 海老原 昇 取手国際 86 (43、43)

土屋 敏明 浦和 71 (35、36) 佐藤 敏夫 伊豆にらやま 79 (39、40) 川原 和哉 府中 82 (39、43) 高橋 雄二 皐月･佐野 86 (42、44)

3 相馬 聡夫 茨城 72 (36、36) 中村 哲也 飯能グリーン 79 (38、41) 細野 敏彦 武蔵野 82 (39、43) 西 悦男 青梅 86 (41、45)

辻 啓一 嵐山 72 (35、37) 佐々木 雅朗 東京国際 79 (38、41) 東 政二 岡部チサン 82 (39、43) 矢部 嘉一 東京国際 86 (41、45)

大神田 巧 河口湖 72 (33、39) 小林 且雄 鴻巣 79 (38、41) 永野 真美 土浦 82 (39、43) 飯田 隆男 オリムピック 86 (40、46)

6 片野 由次 オリムピック 73 (36、37) 内田 裕 美里 79 (37、42) 新井 義弘 日高 82 (38、44) 森島 宏之 狭山 86 (39、47)

會田 茂 宍戸ヒルズ 73 (35、38) 渡部 良 東京五日市 79 (37、42) 小沼 金一 岡部チサン 82 (38、44) 129 亀井 俊文 さいたま 87 (42、45)

8 吉田 文雄 東松山 74 (38、36) 48 川渕 秀徳 房総 80 (43、37) 89 鈴木 敏藏 高麗川 83 (44、39) 水上 富登 府中 87 (41、46)

菅井 雅之 嵐山 74 (36、38) 呉屋 朝幸 青梅 80 (42、38) 土志田 誠治 府中 83 (43、40) 有山 利男 鳩山 87 (40、47)

平石 定夫 京 74 (36、38) 成田 正樹 飯能 80 (41、39) 増田 俊也 取手国際 83 (43、40) 関根 久雄 ノーザン錦ヶ原 87 (38、49)

11 平山 康則 立川国際 75 (37、38) 浅川 辰彦 武蔵 80 (41、39) 小川 敬雄 武蔵 83 (41、42) 齋藤 純靖 ワンウェイ 87 (38、49)

嶋田 憲人 青梅 75 (37、38) 冨澤 寛史 鹿沼72 80 (40、40) 福澤 勇二 川越 83 (41、42) 134 足達 信 東名 88 (47、41)

近藤 雅英 相模湖 75 (37、38) 牧野 龍一郎 高麗川 80 (40、40) 白石 博 高根 83 (41、42) 宮本 文昭 鳩山 88 (45、43)

梅澤 武彦 相模原 75 (36、39) 伊藤 幸信 入間 80 (39、41) 斉藤 清人 オリムピック 83 (40、43) 杉本 敏文 鹿沼 88 (42、46)

臼井 誠 我孫子 75 (35、40) 秋山 良一 武蔵 80 (39、41) 伊藤 隆二 東松山 83 (39、44) 137 中原 剛 東京国際 89 (43、46)

關橋 光一 飯能グリーン 75 (35、40) 片山 正 上野原 80 (39、41) 長尾 博文 青梅 83 (38、45) 新美 秀男 都賀 89 (42、47)

徳世 忠司 岡部チサン 75 (34、41) 市川 清 小川 80 (39、41) 98 上田 和永 成田ハイツリー 84 (43、41) 金本 元章 取手国際 89 (41、48)

18 三上 修平 エーデルワイス 76 (40、36) 山中 秀一 青梅 80 (39、41) 今井 茂夫 リバーサイドフェニックス 84 (43、41) 140 定山 清 JGM セベバレステロス 90 (45、45)

林 靖浩 武蔵 76 (40、36) 田村 和明 姉ヶ崎 80 (39、41) 岡戸 行雄 浅見 84 (43、41) 森野 洋 鳩山 90 (44、46)

清水 正一 青梅 76 (39、37) 内堀 秀司 妙義 80 (37、43) 内田 秀人 さいたま 84 (42、42) 142 足立 純一 オリムピック 91 (44、47)

鈴木 克彦 東名厚木 76 (38、38) 61 田口 勝與 川越 81 (43、38) 新井田 尚弘 東名 84 (41、43) 岩崎 清 鳩山 91 (43、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 石川 紀彦 飯能 81 (43、38) 牛之濱 純俊 藤岡 84 (41、43) 144 野口 順 清川 92 (46、46)

榎本 幸和 オリムピック 76 (35、41) 長船 正人 東名 81 (42、39) 櫻井 通有 岡部チサン 84 (41、43) 145 武田 元亨 さいたま 93 (44、49)

23 青木 一夫 オリムピック 77 (39、38) 村上 和隆 石岡・ウエスト 81 (41、40) 山本 博士 オリムピック 84 (41、43) 146 秋元 宏之 鳩山 94 (52、42)

江川 健一 平川 77 (38、39) 村野 治茂 青梅 81 (41、40) 豊田 裕義 飯能 84 (41、43) 147 中山 透 ブリック＆ウッド 95 (43、52)

宇佐見 則男 高根 77 (38、39) 東 良之 日本 81 (41、40) 金子 憲三 緑野 84 (41、43) 棄権 市川 隆夫 赤城

吉田 達雄 藤岡 77 (38、39) 瀬木 能章 嵐山 81 (41、40) 瀧田 敏明 高麗川 84 (41、43) 欠場 稲 一弥 高根

田邉 光男 飯能 77 (37、40) 安藤 秀二 浜野 81 (40、41) 木本 紀嗣 姉ヶ崎 84 (40、44) 欠場 松田 健一 高根

来住野 忠之 さいたま梨花 77 (36、41) 白浜 茂靖 オリムピック 81 (40、41) 小嶋 敬一 青梅 84 (40、44) 欠場 西岡 浩一 船橋

小林 正剛 府中 77 (36、41) 岡崎 謙 佐倉 81 (40、41) 添田 雅之 小川 84 (40、44) 欠場 本澤 顕一 日高

30 小林 賢司 飯能グリーン 78 (40、38) 杉崎 久實 フレンドシップ 81 (40、41) 森 一郎 武蔵 84 (39、45) 欠場 平岡 秀一 都留

大賀 喜夫 高麗川 78 (40、38) 矢島 茂 鴻巣 81 (39、42) 113 篠崎 俊治 総武 85 (41、44) 欠場 設楽 守廣 赤城国際

神 羊二 ノーザン錦ヶ原 78 (39、39) 小豆野 修 オリムピック 81 (39、42) 上村 岩男 越生 85 (41、44) 欠場 石山 啓治 鳩山

佐藤 春和 ルーデンス 78 (38、40) 池田 正志 オーク・ヒルズ 81 (38、43) 布施 勝章 高根 85 (41、44) 欠場 松井 義明 日高

大出 勝 越生 78 (38、40) 戸高 明人 青梅 81 (38、43) 半田 明 東京五日市 85 (40、45) 欠場 牧谷 秀昭 相模原

高橋 徹 東松山 78 (38、40) 白濱 秀樹 長岡 81 (38、43) 荒川 信彦 メイレイクヒルズ 85 (40、45) 欠場 小島 好夫 飯能くすの樹

椎名 康之 武蔵 78 (37、41) 77 本藤 利一 日高 82 (41、41) 飯塚 勝 レーサム 85 (40、45) 欠場 長野 秀 オリムピック

小林 好司 飯能 78 (36、42) 大西 幸四郎 筑波 82 (40、42) 佐藤 隆 都 85 (39、46) 欠場 松下 博 飯能

38 田中 義仁 相模湖 79 (41、38) 齋藤 元志郎 真名 82 (40、42) 中川 俊哉 美浦 85 (38、47)

小川 保雄 オリムピック 79 (41、38) 三ツ木 隆之 東京五日市 82 (40、42) 亀井 利光 霞ヶ関 85 (37、48)

田中 照美 エーデルワイス 79 (39、40) 山口 雅行 オリムピック 82 (39、43) 122 平方 彰 伊香保国際 86 (46、40)

6月27日(月)

平成28年度関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース( 6453Yards   Par 72 )


