
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 138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 舘野 章 芳賀 72 (36、36) 徳世 忠司 岡部チサン 79 (41、38) 本藤 利一 日高 83 (42、41) 今成 照夫 東松山 90 (44、46)

2 辻 啓一 嵐山 73 (38、35) 當麻 正貴 浦和 79 (40、39) 長尾 泰希 狭山 83 (42、41) 堀 正樹 太田双葉 90 (44、46)

中島 幸和 伊香保 73 (38、35) 下城 秀元 太田双葉 79 (40、39) 千明 直一 赤城 83 (42、41) 原田 建実 日本海 90 (44、46)

石井 孝司 東松山 73 (35、38) 土屋 敏明 浦和 79 (40、39) 柳澤 稔 森林公園 83 (41、42) 花田 宣之 大秦野 90 (43、47)

5 廣部 清隆 館山 74 (38、36) 中澤 貞利 彩の森 79 (39、40) 増田 高行 メイフラワー 83 (41、42) 127 亀田 潮路 房州 91 (46、45)

浅野 博司 浦和 74 (36、38) 高橋 徹 東松山 79 (39、40) 岡田 順一 東松山 83 (38、45) 128 福島 則雄 白水 92 (46、46)

7 宮本 清 高坂 75 (40、35) 木村 立児 嵐山 79 (39、40) 88 福田 聡 狭山 84 (43、41) 安原 宣夫 浦和 92 (45、47)

岡田 睦広 レーサム 75 (38、37) 那波 芳比古 藤岡 79 (38、41) 小泉 弘史 武蔵 84 (42、42) 森川 均 相模原 92 (44、48)

景山 厚 東松山 75 (38、37) 池田 輝雄 中山 79 (36、43) 小林 立夫 鳩山 84 (42、42) 友延 仁 東松山 92 (42、50)

白濱 秀樹 長岡 75 (36、39) 50 相田 喜久夫 芳賀 80 (41、39) 松﨑 正幸 藤岡 84 (40、44) 132 齋藤 幹夫 宇都宮 93 (43、50)

大川戸 弘治 さいたま 75 (35、40) 岡 靖久 セゴビア 80 (40、40) 永井 孝之 芳賀 84 (40、44) 133 関 寿生 小千谷 94 (48、46)

12 小澤 富男 白水 76 (40、36) 菅野 義浩 東松山 80 (39、41) 93 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 85 (47、38) 134 佐々木 日出男 セゴビア 96 (49、47)

亀井 隆 唐沢 76 (40、36) 鈴木 明 高坂 80 (39、41) 小谷野 希市 飯能 85 (44、41) 135 平澤 浩 サンヒルズ 97 (48、49)

阿部 勝彦 嵐山 76 (38、38) 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 80 (39、41) 齊藤 哲郎 都 85 (43、42) 136 齋藤 充 小川 98 (46、52)

野上 文範 小千谷 76 (37、39) 山崎 克巳 飯能グリーン 80 (39、41) 佐藤 春和 ノーザン錦ヶ原 85 (43、42) 137 佐口 昭雄 東松苑 99 (45、54)

富田 文雄 茨城 76 (37、39) 木村 厚 鹿沼 80 (39、41) 三浦 正則 高坂 85 (42、43) 棄権 渡部 富夫 東松苑

岡 時彦 浦和 76 (37、39) 松下 公哉 森林公園 80 (38、42) 田島 俊信 秩父国際 85 (41、44) 欠場 石井 卓昌 中津川

野口 政夫 佐野 76 (36、40) 深井 修次 長岡 80 (38、42) 山下 恭寛 八王子 85 (41、44) 欠場 今野 宗雄 皐月･鹿沼

19 林 三郎 茨城 77 (41、36) 小谷野 文孝 飯能 80 (37、43) 杉山 茂 伊香保国際 85 (40、45) 欠場 湯澤 隆宣 千葉

- 以 上、 予 選 通 過 － 60 幸田 明 日本海 81 (44、37) 箕輪 進 東京よみうり 85 (40、45) 欠場 杉木 邦夫 高山

井川 智一郎 初穂 77 (40、37) 上田 和永 成田ハイツリー 81 (42、39) 松下 博 飯能 85 (40、45) 欠場 大和田 晃 茨城パシフィック

吉田 達雄 藤岡 77 (39、38) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 81 (41、40) 103 田中 照美 オリムピックナショナル 86 (43、43) 欠場 入江 芳史 小山

山崎 唯普 皐月･鹿沼 77 (38、39) 大久保 訓 嵐山 81 (40、41) 横島 勝一 大宮国際 86 (42、44)

宍戸 重一 東松苑 77 (38、39) 大八木 陽一 千葉 81 (40、41) 新井田 尚弘 東名 86 (41、45)

丸山 仁克 岡部チサン 77 (38、39) 65 山田 和則 岡部チサン 82 (44、38) 草野 徹郎 ノーザン錦ヶ原 86 (40、46)

相馬 聡夫 茨城 77 (36、41) 大部 一成 平川 82 (43、39) 宮原 優 東松山 86 (39、47)

大久保 慎也 さいたま梨花 77 (36、41) 瀧波 三男 東松山 82 (43、39) 108 東 政二 岡部チサン 87 (41、46)

27 野﨑 寿之 大浅間 78 (42、36) 林 靖浩 武蔵 82 (42、40) 阿部 幸治 岡部チサン 87 (41、46)

細沼 実 JGMベルエア 78 (41、37) 長谷川 壽彦 岡部チサン 82 (42、40) 佐藤 一朗 おおむらさき 87 (40、47)

飯島 良浩 東松山 78 (41、37) 山本 昌邦 都賀 82 (42、40) 堀江 茂 イーグルポイント 87 (39、48)

増田 和則 飯能 78 (39、39) 髙橋 明宏 小千谷 82 (42、40) 112 冨田 進 岡部チサン 88 (45、43)

高橋 光雄 太田双葉 78 (39、39) 金田 昌富 筑波 82 (41、41) 諸星 直樹 入間 88 (43、45)

上田 参児 東松山 78 (38、40) 嶋 辰雄 石坂 82 (41、41) 杉山 直樹 赤城 88 (40、48)

神戸 誠 太田双葉 78 (38、40) 金山 将 ノーザン錦ヶ原 82 (41、41) 115 渡辺 明義 浦和 89 (46、43)

田村 敏明 小千谷 78 (37、41) 會田 茂 宍戸ヒルズ 82 (40、42) 清水 義之 埼玉国際 89 (45、44)

菊名 浩行 かすみがうらOGM 78 (37、41) 吉越 修 立科 82 (40、42) 吉田 晴一 岡部チサン 89 (45、44)

市川 清 森林公園 78 (37、41) 望月 泰廣 芳賀 82 (40、42) 秋山 雄一 関越ハイランド 89 (45、44)

北村 和秋 石地シーサイド 78 (36、42) 大内田 愼一郎 岡部チサン 82 (40、42) 119 星野 節二 長岡 90 (47、43)

柿沼 和幸 太田双葉 78 (36、42) 矢島 茂 鴻巣 82 (40、42) 椎名 達也 小川 90 (46、44)

39 市村 恵一 宇都宮 79 (42、37) 五十嵐 清 富士笠間 82 (38、44) 三上 幸夫 大平台 90 (46、44)

波方 孝 十日町 79 (41、38) 81 高安 伸也 芳賀 83 (42、41) 高橋 亨 伊香保 90 (46、44)

6月25日(月)

平成30年 関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 中・西コース( 6660Yards   Par 72 )


