
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 137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 田村 敏明 小千谷 68 (35、33) 高橋 光雄 太田双葉 77 (38、39) 氷室 雅之 かすみがうらOGM 81 (41、40) 田中 啓之 熊谷 86 (44、42)

2 山上 利行 太平洋・佐野ヒルクレスト 71 (34、37) 池田 陽介 武蔵 77 (38、39) 千明 直一 赤城 81 (41、40) 東 政二 岡部チサン 86 (43、43)

3 斎藤 和範 広陵 73 (38、35) 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 77 (37、40) 山田 和則 岡部チサン 81 (40、41) 波方 孝 十日町 86 (42、44)

野上 文範 小千谷 73 (36、37) 﨑山 一茂 きみさらず 77 (37、40) 谷内 三千夫 カレドニアン 81 (40、41) 井上 雅裕 緑野 86 (38、48)

松下 宗嗣 カレドニアン 73 (34、39) 富澤 紳一郎 鹿沼 77 (36、41) 秋元 真一 ディアレイク 81 (39、42) 127 髙橋 正敏 JGMベルエア 87 (45、42)

6 吉原 明裕 新千葉 74 (38、36) 松本 武夫 成田GC 77 (36、41) 藏座 義浩 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (39、42) 小俣 昌之 つくばね 87 (43、44)

渡辺 勝秀 水戸グリーン 74 (37、37) 橋本 茂樹 皆川城 77 (36、41) 長島 啓智 都賀 81 (39、42) 藤田 勇一 栃木ヶ丘 87 (43、44)

村上 拓也 セゴビア 74 (37、37) 48 谷沢 正一 桜 78 (41、37) 峯澤 克之 メイプルポイント 81 (38、43) 和栗 範幸 江戸崎 87 (39、48)

野妻 秋美 鹿沼 74 (37、37) 高橋 充 南摩城 78 (40、38) 90 嶋田 順一 高坂 82 (43、39) 131 室井 雅之 飯能 88 (43、45)

岡田 睦広 レーサム 74 (37、37) 那波 芳比古 藤岡 78 (40、38) 岡安 孝治 大平台 82 (42、40) 若山 健治 千葉国際 88 (42、46)

与倉 博逸 日光 74 (36、38) 山崎 達男 大平台 78 (40、38) 呉屋 朝幸 青梅 82 (42、40) 133 大澤 啓藏 入間 89 (46、43)

12 尾崎 幸一郎 水戸 75 (40、35) 橋本 和男 皐月･佐野 78 (40、38) 鈴木 健太郎 太平洋・御殿場 82 (41、41) 134 富田 実 ゴールデンレイクス 90 (49、41)

鈴木 國也 伊勢原 75 (39、36) 澁谷 重氏 新千葉 78 (39、39) 長谷川 壽彦 岡部チサン 82 (41、41) 平林 哲也 サンヒルズ 90 (45、45)

中島 幸和 伊香保 75 (39、36) 宮田 広人 皆川城 78 (39、39) 大輪 広明 水戸グリーン 82 (41、41) 136 平澤 天志 メイプルポイント 92 (46、46)

福島 順信 江戸崎 75 (38、37) 黒沼 秀樹 かすみがうらOGM 78 (39、39) 福島 則雄 白水 82 (41、41) 棄権 今井 和弘 日光

衣笠 洋司 八王子 75 (38、37) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 78 (39、39) 髙橋 明宏 小千谷 82 (41、41) 欠場 片岡 智 太平洋・佐野ヒルクレスト

金岡 治久 新千葉 75 (38、37) 下城 秀元 太田双葉 78 (38、40) 佐瀬 敏夫 新千葉 82 (40、42) 欠場 杉本 敏文 川越

梅澤 吉朗 初穂 75 (38、37) 石田 真 ゴールド佐野 78 (37、41) 笹森 幸弘 メイプルポイント 82 (40、42) 欠場 吉永 昇 岡部チサン

- 以 上、 予 選 通 過 － 田川 美道 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (37、41) 今野 宗雄 皐月･鹿沼 82 (40、42) 欠場 早川 亮 麻倉

佐口 昭雄 東松苑 75 (38、37) 60 古原 岳志 麻倉 79 (42、37) 添田 修司 矢板 82 (39、43) 欠場 熊田 善和 青梅

原田 晃 袖ヶ浦 75 (37、38) 平山 格 成田ハイツリー 79 (41、38) 白石 卓也 水戸 82 (39、43) 欠場 宿谷 郁男 日光

秋山 肇 熊谷 75 (37、38) 澤井 裕一 青梅 79 (41、38) 木村 延久 赤城国際 82 (39、43) 欠場 及川 久二 佐原

関口 茂 赤城国際 75 (37、38) 高垣 浩一 扶桑 79 (41、38) 久保田 和博 鷹 82 (39、43)

山本 昌邦 都賀 75 (37、38) 安藤 秀二 浜野 79 (40、39) 関 寿生 小千谷 82 (36、46)

舘野 章 芳賀 75 (36、39) 井澤 一彦 桐生 79 (40、39) 106 廣瀬 照康 袖ヶ浦 83 (44、39)

永井 孝之 芳賀 75 (36、39) 和田 均 浅見 79 (39、40) 近藤 博之 JGM セベバレステロス 83 (43、40)

26 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 76 (39、37) 相田 喜久夫 芳賀 79 (39、40) 佐藤 充 さいたま 83 (42、41)

園部 恒夫 緑野 76 (39、37) 和泉 一夫 皐月･佐野 79 (38、41) 清水 晃 熊谷 83 (41、42)

川端 和憲 小千谷 76 (38、38) 永堀 満 太平洋・佐野ヒルクレスト 79 (38、41) 花輪 武男 ノーザン錦ヶ原 83 (40、43)

西野 伸幸 森林公園 76 (38、38) 70 照井 康平 武蔵 80 (40、40) 黄原 鐵夫 麻倉 83 (40、43)

岡田 実 太平洋・佐野ヒルクレスト 76 (38、38) 須長 順一 高山 80 (40、40) 平野 和夫 サンレイク 83 (40、43)

後藤 正弘 スプリングフィルズ 76 (37、39) 奥澤 國男 龍ヶ崎 80 (40、40) 113 広沢 伸吾 皐月･佐野 84 (47、37)

片柳 勇 栃木ヶ丘 76 (37、39) 橋村 豊春 つくばね 80 (39、41) 鈴木 悟 栃木 84 (43、41)

柏木 豪 ニュー・セントアンドリュース 76 (37、39) 太田 冨美夫 江戸崎 80 (39、41) 澤邊 彰 都賀 84 (41、43)

添田 克彦 烏山城 76 (37、39) 篠原 智 ゴルフ5・サニーフィールド 80 (39、41) 116 堀江 裕明 ザ・ジャパン 85 (47、38)

山中 秀一 青梅 76 (37、39) 眞崎 敏寛 南総 80 (38、42) 細沼 和秋 川越 85 (44、41)

36 木村 裕亮 セントラル 77 (39、38) 滝澤 泰三 習志野 80 (37、43) 田村 仁 緑野 85 (41、44)

朝山 晃司 日光 77 (39、38) 78 小林 且雄 鴻巣 81 (43、38) 三上 幸夫 大平台 85 (41、44)

金子 憲三 緑野 77 (39、38) 生井 孝司 芳賀 81 (42、39) 120 石川 智彦 熊谷 86 (47、39)

中島 正 塩原 77 (39、38) 野口 政夫 佐野 81 (42、39) 町田 文雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 86 (45、41)

松島 敏之 GMG八王子 77 (38、39) 柿沼 和幸 太田双葉 81 (42、39) 東 良之 日本 86 (44、42)

6月30日(金)

平成29年度関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース( 6538Yards   Par 72 )


