
会場：

期日：
エントリー： 68名

出場： 62名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 木下 健介 狭山 76 (38、38) 41 青山 喜美男 横浜 88 (46、42)

2 菅井 雅之 嵐山 77 (37、40) 柳下 俊明 平塚富士見 88 (45、43)

3 板東 徹行 平塚富士見 79 (44、35) 井上 行信 大厚木 88 (44、44)

小山田 壮権 河口湖 79 (39、40) 岡田 佳也 千葉 88 (41、47)

5 長田 道洋 春日居 80 (42、38) 45 高橋 重司 東名 89 (47、42)

6 鯛 康一 久邇 81 (42、39) 三橋 寛 浜松シーサイド 89 (43、46)

笠原 正光 入間 81 (40、41) 五十嵐 利雄 伊豆にらやま 89 (41、48)

長谷川 一 宍戸ヒルズ 81 (40、41) 48 岩瀬 賢治 オリムピック・レイクつぶらだ 90 (44、46)

山本 通麿 芦の湖 81 (40、41) 梶原 浩嗣 那須 90 (44、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 50 瀬木 能章 嵐山 91 (43、48)

三原 直樹 富士レイクサイド 81 (38、43) 51 伊藤 隆二 東松山 92 (44、48)

11 花岡 錦一郎 日光 82 (42、40) 52 福谷 範雄 府中 93 (48、45)

大神田 巧 河口湖 82 (40、42) 53 吉川 正行 東名厚木 95 (50、45)

13 松島 敏之 GMG八王子 83 (44、39) 54 北田 正喜 オリムピックナショナル 97 (48、49)

木元 公二 日高 83 (43、40) 55 海野 満 ザ・レイクス 98 (50、48)

小川 敬雄 武蔵 83 (42、41) 秋定 博志 河口湖 98 (49、49)

田中 俊行 鳩山 83 (42、41) 57 稲葉 弘 富士箱根 100 (52、48)

加部 嗣男 東名 83 (42、41) 赤井 清 河口湖 100 (50、50)

和田 章正 河口湖 83 (38、45) 棄権 成田 正樹 武蔵

19 林 雅俊 日高 84 (45、39) 棄権 釜谷 正宏 富士小山

雨宮 寛 平川 84 (43、41) 棄権 山口 賢一郎 富士小山

相原 康弘 平塚富士見 84 (43、41) 棄権 渡辺 昭男 富士チサン

松林 太一郎 日高 84 (42、42) 欠場 尾崎 学 麻倉

手塚 浩二 あづみ野 84 (42、42) 欠場 細田 忠司 武蔵野

伊藤 謙二 松本 84 (41、43) 欠場 茂澤 克己 千葉

大高 弘昭 浜松シーサイド 84 (39、45) 欠場 石田 哲次郎 上総モナーク

26 荻野 英治 富士川 85 (46、39) 欠場 鈴木 敦 久邇

大坪 誠 横浜 85 (43、42) 欠場 衣笠 学 上総モナーク

土屋 健次 武蔵 85 (42、43)

29 金森 圭史朗 日高 86 (45、41)

﨑山 一茂 きみさらず 86 (45、41)

山田 寛 河口湖 86 (44、42)

平野 和夫 サンレイク 86 (44、42)

高橋 宗近 浜松シーサイド 86 (44、42)

清水 亮地 サンヒルズ 86 (44、42)

高城 正男 昇仙峡 86 (43、43)

眞々田 恒久 紫 86 (43、43)

安藤 敬一郎 鳩山 86 (42、44)

田中 正則 河口湖 86 (42、44)

39 白鳥 清人 グランフィールズ 87 (42、45)

田辺 昌彦 岡部チサン 87 (40、47)

7月2日(月)

平成30年 関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

河口湖カントリークラブ 西・東コース( 6523Yards   Par 72 )


