
会場：

期日：

エントリー： 152名

出場： 143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 山口 雅司 大利根 70 (34、36) 東 政二 岡部チサン 80 (42、38) 染谷 建也 大利根 84 (45、39) 中林 満 ザ ナショナル・埼玉 88 (41、47)

2 平澤 良雄 水戸 71 (36、35) 田葉 正信 龍ヶ崎 80 (41、39) 折田 皓二 青梅 84 (45、39) 124 小坂 譲 相模原 89 (48、41)

3 宮 辰夫 習志野 73 (39、34) 宍倉 孝行 鷹 80 (41、39) 太田 冨美夫 江戸崎 84 (44、40) 晴山 康夫 加茂 89 (48、41)

若林 新平 日光 73 (38、35) 宮下 治也 武蔵 80 (41、39) 佐々木 力 ザ・レイクス 84 (43、41) 大井 直樹 京葉 89 (47、42)

江川 健一 平川 73 (37、36) 木村 光方 習志野 80 (40、40) 酒井 健二 江戸崎 84 (42、42) 成田 賢二 大利根 89 (46、43)

富田 文雄 茨城 73 (37、36) 大澤 克之 高根 80 (40、40) 竹岡 和彦 那須 84 (42、42) 久松 政人 富士笠間 89 (46、43)

7 矢島 茂 鴻巣 74 (37、37) 三澤 秀行 麻生 80 (40、40) 林 芙左一 鹿沼 84 (42、42) 木村 芳雄 埼玉国際 89 (45、44)

8 鈴木 盛生 那須小川 75 (37、38) 斉藤 裕一 鹿沼 80 (39、41) 伊藤 高太郎 鹿沼72 84 (41、43) 幕内 文雄 ザ・レイクス 89 (43、46)

伊藤 幸信 入間 75 (36、39) 荒井 忠夫 クリアビュー 80 (39、41) 塚越 亘 川越 84 (40、44) 礒 新一 佐原 89 (43、46)

10 山田 隆持 戸塚 76 (38、38) 山中 通嗣 袖ヶ浦 80 (39、41) 山口 裕郷 アローエース 84 (40、44) 篠田 久夫 桜 89 (43、46)

馬渕 博臣 麻生 76 (38、38) 新津 淳 日光 80 (39、41) 92 日吉 健二 東京湾 85 (45、40) 133 豊田 裕義 飯能 90 (46、44)

阪田 哲男 袖ヶ浦 76 (37、39) 福田 栄二 川越 80 (39、41) 菅沢 寛健 袖ヶ浦 85 (45、40) 田所 周枝 水戸 90 (45、45)

冨田 進 岡部チサン 76 (37、39) 西村 邦夫 石坂 80 (38、42) 滝沢 信夫 草津 85 (44、41) 135 平林 一之 セントラル 91 (47、44)

14 樺澤 俊和 鴻巣 77 (38、39) 大和田 康夫 草津 80 (38、42) 橋本 邦夫 茨城 85 (43、42) 岡田 俊介 平川 91 (47、44)

杉崎 久實 東筑波 77 (38、39) 渡辺 誠 富士笠間 80 (38、42) 増渕 守哉 鹿沼 85 (43、42) 137 吉田 幹雄 総武 92 (48、44)

白井 健司 水戸 77 (38、39) 56 渡辺 和行 玉造 81 (44、37) 大久保 正義 玉造 85 (41、44) 樋口 薦 セゴビア 92 (44、48)

長谷川 壽彦 岡部チサン 77 (37、40) 西村 國彦 袖ヶ浦 81 (43、38) 小嶋 敬一 青梅 85 (41、44) 139 上野 隆久 桜 93 (48、45)

18 鵜澤 和 鹿島の杜 78 (42、36) 森永 正隆 鷹之台 81 (42、39) 原 篤 紫 85 (40、45) 140 西 悦男 青梅 99 (50、49)

関根 久雄 ノーザン錦ヶ原 78 (40、38) 角田 茂晴 平川 81 (41、40) 100 宇佐見 則男 高根 86 (46、40) 張 世誠 セントラル 99 (49、50)

戸祭 康夫 日光 78 (39、39) 田村 利光 皐月･鹿沼 81 (40、41) 杉本 薫 水戸グリーン 86 (45、41) 142 小林 正則 セントラル 105 (54、51)

鎌田 秀夫 鹿島の杜 78 (39、39) 柳田 賢治 ゴールデンレイクス 81 (40、41) 河村 友正 龍ヶ崎 86 (44、42) 棄権 河島 信吉 大利根

福島 順信 江戸崎 78 (39、39) 川原 和哉 府中 81 (40、41) 加茂野 新一 栃木ヶ丘 86 (43、43) 欠場 奥澤 國男 龍ヶ崎

松山 信彦 ザ・レイクス 78 (39、39) 坪井 晴雅 大利根 81 (39、42) 越川 千秋 新宇都宮 86 (43、43) 欠場 原 隆昭 ノーザン錦ヶ原

古庄 弘 東筑波 78 (38、40) 由井 常道 阿見 81 (38、43) 藤原 利行 大利根 86 (43、43) 欠場 佐藤 仁 ザ・レイクス

眞崎 敏寛 南総 78 (38、40) 65 梅田 佳孝 府中 82 (43、39) 栗原 宏之 扶桑 86 (43、43) 欠場 長谷川 毅 下田城

大津 秀男 富士笠間 78 (38、40) 赤間 貴夫 岡部チサン 82 (41、41) 二瓶 久義 東京五日市 86 (43、43) 欠場 草野 俊正 ザ・レイクス

若田 直樹 桜 78 (38、40) 小曽根 和雄 赤城国際 82 (41、41) 岸 俊光 浦和 86 (42、44) 欠場 齋藤 勝司 麻生

中山 忠良 飯能 78 (37、41) 高橋 克彦 江戸崎 82 (41、41) 渡辺 和喜 船橋 86 (42、44) 欠場 笠原 正光 入間

杉山 利和 藤ヶ谷 78 (37、41) 加藤 明 鎌ヶ谷 82 (41、41) 土屋 敏明 浦和 86 (42、44) 欠場 加藤 正則 ザ ナショナル・埼玉

吉田 裕 ザ・レイクス 78 (36、42) 鈴木 敏藏 高麗川 82 (40、42) 細沼 和秋 川越 86 (41、45) 欠場 三富 嗣充 鎌ヶ谷

31 関 秀勝 玉造 79 (42、37) 71 桜本 利一 ラインヒル 83 (46、37) 大高 道夫 水戸 86 (37、49)

大木 敏夫 龍ヶ崎 79 (41、38) 山内 善正 鴻巣 83 (44、39) 113 和田 稔 都留 87 (46、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大輪 広明 水戸グリーン 83 (44、39) 梨澤 六郎 セントラル 87 (44、43)

水津 登 扶桑 79 (40、39) 内山 孝宏 セントラル 83 (43、40) 石田 俊男 扶桑 87 (44、43)

小野 進 龍ヶ崎 79 (40、39) 渡辺 幸男 千葉夷隅 83 (42、41) 大和 昭光 船橋 87 (44、43)

深澤 潔 セゴビア 79 (39、40) 西山 靖彦 白鳳 83 (42、41) 石丸 誠司 南摩城 87 (41、46)

竹迫 清人 アローエース 79 (39、40) 戸高 明人 青梅 83 (42、41) 118 根岸 修一 埼玉国際 88 (48、40)

沢登 勝良 船橋 79 (37、42) 猪野 洋 龍ヶ崎 83 (42、41) 錦織 啓市 栃木ヶ丘 88 (46、42)

小沼 金一 岡部チサン 79 (36、43) 井上 勇 大利根 83 (41、42) 新浜 善二郎 飯能 88 (43、45)

39 美濃村 和男 龍ヶ崎 80 (44、36) 梁瀬 正晴 鳩山 83 (40、43) 三枝 重郎 藤ヶ谷 88 (43、45)

呉屋 朝幸 青梅 80 (42、38) 81 及川 修 鷹 84 (45、39) 関根 守夫 鷹之台 88 (43、45)

8月29日(火)

平成29年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

大利根カントリークラブ 西コース( 6384Yards   Par 72 )


