
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 127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 平石 定夫 京 72 (37、35) 青木 基秀 日高 83 (43、40) 下里 裕 春日居 87 (44、43) 123 柳 貴之 境川 94 (51、43)

2 鮫島 康孝 箱根 73 (37、36) 西 悦男 青梅 83 (43、40) 細田 忠司 オリムピック 87 (44、43) 中林 敏夫 GMG八王子 94 (43、51)

3 中原 正人 大相模 74 (37、37) 矢島 茂 鴻巣 83 (43、40) 山宮 邦夫 府中 87 (44、43) 125 金子 茂行 埼玉国際 95 (45、50)

4 秋元 嘉夫 レインボー 75 (40、35) 平林 一之 セントラル 83 (42、41) 飯田 政孝 大厚木 87 (43、44) 126 大野 允 京 96 (51、45)

5 田中 康文 青梅 76 (41、35) 井上 義隆 レインボー 83 (42、41) 八木岡 秀司 武蔵野 87 (43、44) 棄権 伊藤 喜代次 GMG八王子

安藤 謙治 八王子 76 (39、37) 兼田 克彦 立川国際 83 (42、41) 西村 治 入間 87 (42、45) 欠場 渡邊 貞正 神奈川

寺村 義美 スプリングフィルズ 76 (38、38) 窪田 哲郎 八王子 83 (39、44) 井上 行信 大厚木 87 (41、46) 欠場 鍛治 宏海 川越

8 指田 博 多摩 77 (41、36) 48 山本 順平 立川国際 84 (44、40) 庄司 十志夫 初穂 87 (40、47) 欠場 山崎 敏夫 メイプルポイント

呉屋 朝幸 青梅 77 (41、36) 野口 譲 入間 84 (44、40) 90 天田 春男 埼玉国際 88 (47、41) 欠場 鶴崎 晃 東名

兼松 忠 寄居 77 (40、37) 岡部 正己 府中 84 (43、41) 堺 厚次 あさひヶ丘 88 (46、42) 欠場 仲田 功雄 飯能

佐藤 和男 秋山 77 (39、38) 澤村 治道 日高 84 (43、41) 志賀 正信 関越ハイランド 88 (46、42) 欠場 鈴木 健一 立川国際

榎本 幸和 オリムピック 77 (39、38) 長田 道洋 春日居 84 (42、42) 山根 康昭 GMG八王子 88 (46、42) 欠場 竹岡 和彦 那須

13 高城 正男 昇仙峡 78 (39、39) 中山 照朗 都留 84 (42、42) 山田 照雄 オリムピック 88 (45、43) 欠場 青木 守喬 戸塚

14 石田 真吾 レインボー 79 (41、38) 東 政二 岡部チサン 84 (40、44) 山口 隆 きみさらず 88 (44、44) 欠場 渡部 良 東京五日市

原田 光則 多摩 79 (41、38) 平井 隆夫 GMG八王子 84 (40、44) 金原 正義 嵐山 88 (43、45) 欠場 新谷 滿 スプリングフィルズ

内田 進 都留 79 (40、39) 56 小川 智 東京国際 85 (45、40) 97 程原 正明 都 89 (47、42) 欠場 青木 茂 武蔵野

田村 昌三 府中 79 (39、40) 小池 健久 越生 85 (45、40) 星野 正治 武蔵野 89 (46、43) 欠場 葉梨 洋一郎 川越

18 近藤 廣一 府中 80 (42、38) 高橋 正次 霞台 85 (45、40) 吉田 薫 都留 89 (45、44) 欠場 中島 雄一 武蔵野

林 瑞祥 太平洋・佐野ヒルクレスト 80 (41、39) 井山 光一 川越 85 (45、40) 小林 明治 高麗川 89 (44、45) 欠場 鈴木 芳昭 東名厚木

工藤 利明 埼玉国際 80 (40、40) 野中 征夫 赤羽 85 (44、41) 長谷川 毅 下田城 89 (44、45) 欠場 小林 俊一 飯能

戸高 明人 青梅 80 (40、40) 前島 洋志 飯能 85 (43、42) 伊坂 弘道 立川国際 89 (44、45) 欠場 渡辺 史郎 相模湖

下田 彰 市原京急 80 (39、41) 高橋 一美 埼玉国際 85 (42、43) 金井 勉 相模湖 89 (44、45) 欠場 新田 鐘大 妙高

工藤 薫 相武 80 (39、41) 63 松浦 忠夫 武蔵松山 86 (47、39) 富永 康輔 東京国際 89 (44、45)

24 富澤 良二 東京五日市 81 (42、39) 中川 實 習志野 86 (45、41) 阿部 三夫 関越ハイランド 89 (43、46)

向井 輝巳 オリムピック 81 (42、39) 谷 猛夫 東松山 86 (45、41) 106 半田 明 東京五日市 90 (47、43)

山森 恵一 都留 81 (41、40) 須長 順一 高山 86 (45、41) 小林 進 立川国際 90 (45、45)

奈良 知美雄 あさひヶ丘 81 (41、40) 佐藤 充 さいたま 86 (45、41) 生形 雅美 あさひヶ丘 90 (44、46)

兼坂 慶三 府中 81 (40、41) 塩谷 達昭 多摩 86 (45、41) 馬渕 滝男 東京国際 90 (43、47)

西村 國彦 袖ヶ浦 81 (40、41) 佐藤 正信 GMG八王子 86 (44、42) 110 渡辺 善一 相模湖 91 (49、42)

荻島 富雄 武蔵野 81 (39、42) 鈴木 不二雄 富士小山 86 (44、42) 増田 勝治 立川国際 91 (47、44)

31 片野 誠一 東京国際 82 (43、39) 安部 俊人 春日居 86 (43、43) 越川 千秋 新宇都宮 91 (46、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 足立 純一 オリムピック 86 (43、43) 巴山 健一 立川国際 91 (45、46)

三瓶 幸博 スプリングフィルズ 82 (43、39) 山口 雅行 オリムピック 86 (42、44) 西田 利一 府中 91 (45、46)

金子 義一 越生 82 (42、40) 佐藤 正一 飯能グリーン 86 (41、45) 上野 憲二 府中 91 (44、47)

小嶋 敬一 青梅 82 (42、40) 75 石丸 誠司 南摩城 87 (46、41) 中村 喬 東名厚木 91 (44、47)

原田 知明 秋山 82 (42、40) 居石 春満 赤羽 87 (46、41) 117 大泉 克司 GMG八王子 92 (45、47)

田中 和明 寄居 82 (41、41) 田村 正夫 都留 87 (45、42) 118 村田 芳夫 相模湖 93 (49、44)

篠崎 俊治 総武 82 (41、41) 原田 實 府中 87 (45、42) 鶴之園 基一 美里 93 (48、45)

38 亀山 栄 府中 83 (46、37) 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 87 (45、42) 皆川 眞規夫 大洗 93 (45、48)

石塚 隆 都 83 (46、37) 大神田 充 神奈川 87 (45、42) 中尾 博一 大平台 93 (45、48)

白浜 茂靖 オリムピック 83 (44、39) 高木 克巳 青梅 87 (44、43) 高宮 稔 相模湖 93 (45、48)

8月29日(月)

関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

八王子カントリークラブ( 6307Yards   Par 72 )


