
会場： 戸塚カントリー倶楽部・東コース( 6277Yards   Par 72 )
期日：

エントリー： 131名
出場： 126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 本間 晴芳 大秦野 75 (36、39) 勝俣 忠義 富士 84 (42、42) 木村 栄二郎 中津川 88 (45、43) 失格 鹿島 威二 東京国際

2 金本 浩明 横浜 76 (40、36) 勝俣 幸雄 富士 84 (42、42) 三澤 定夫 湯河原 88 (43、45) 失格 近藤 長久 寄居

中野 弘治 相模 76 (37、39) 土居 喬 藤ヶ谷 84 (40、44) 梶浦 生司 ザ･鹿野山 88 (43、45) 棄権 田代 雄久 湯河原

川口 三夫 小田原･松田 76 (37、39) 笈川 茂一 大秦野 84 (40、44) 菊地 泰司 戸塚 88 (43、45) 棄権 石塚 哲央 アスレチック

5 上梅沢 彰 磯子 77 (38、39) 46 渡辺 照人 我孫子 85 (45、40) 河合 一男 取手国際 88 (41、47) 欠場 西本 公也 加茂

益田 一利 戸塚 77 (37、40) 山本 利次 真名 85 (43、42) 田子 悦郎 相模 88 (41、47) 欠場 山部 豊 ザ･鹿野山

金子 三千男 府中 77 (36、41) 古賀 剛大 霞南 85 (42、43) 88 遠藤 金作 東京カントリー 89 (46、43) 欠場 田米 康二 浜松シーサイド

8 山崎 長雄 嵐山 78 (42、36) 安藤 功 東名 85 (42、43) 水野 清 鶴舞 89 (46、43) 欠場 塩澤 正明 かずさ

鈴木 軍治 袖ヶ浦 78 (38、40) － 以 上、 予 選 通 過　－ 村松 文明 木更津 89 (45、44) 欠場 相良 清 中山

大村 静 リバー富士 78 (36、42) 中田 次郎 横浜 85 (42、43) 近藤 傳二 東名厚木 89 (44、45)  
11 秋月 輝夫 富士小山 79 (41、38) 金子 勝男 中津川 85 (42、43) 福田 徳次郎 戸塚 89 (43、46)  

宮里 佑交 伊豆にらやま 79 (41、38) 遠藤 正志 三島 85 (42、43) 草薙 孝 小田原･松田 89 (43、46)  
藤田 年男 鎌倉 79 (39、40) 柴崎 行雄 一の宮 85 (42、43) 八ッ橋 健 中津川 89 (39、50)  

14 後藤 愼二郎 大厚木 80 (44、36) 中澤 英彦 富士チサン 85 (42、43) 95 平塚 善策 湯河原 90 (48、42)  
加藤 浤昌 鶴舞 80 (42、38) 山内 堅太郎 我孫子 85 (42、43) 田中 實 キングフィールズ 90 (44、46)  
山下 寛 平川 80 (40、40) 小澤 博 習志野 85 (41、44) 石川 一二 白鳳 90 (42、48)  
森山 茂雄 横浜 80 (40、40) 大久保 維綱 相模野 85 (41、44) 佐野 勝勇 富士御殿場 90 (42、48)  

18 志田 宜勇 かずさ 81 (44、37) 池谷 清治 伊勢原 85 (40、45) 山田 公雄 戸塚 90 (41、49)  
佐藤 博志 戸塚 81 (41、40) 近藤 忠久 中津川 85 (39、46) 100 安藤 龍男 京葉 91 (46、45)  
綱島 公正 麻生 81 (41、40) 60 加藤 純 富士 86 (46、40) 桑嶋 定利 かずさ 91 (45、46)  
長岡 實男 平塚富士見 81 (40、41) 勝本 正明 磯子 86 (46、40) 立花 宗明 筑波 91 (43、48)  
信沢 努 ＧＭＧ八王子 81 (40、41) 福岡 清 戸塚 86 (45、41) 103 中川 雅雄 房総 92 (47、45)  

23 堀 好晴 中山 82 (44、38) 長野 和郎 鎌倉 86 (45、41) 合田 忠司 湯河原 92 (44、48)  
田村 豊松 鶴舞 82 (41、41) 長尾 忠隆 横浜 86 (44、42) 水谷 和夫 富士小山 92 (42、50)  
市川 透 一の宮 82 (41、41) 青山 勇 水戸 86 (43、43) 106 清水 修一郎 程ヶ谷 93 (49、44)  
奥 東龍 相模 82 (41、41) 磯谷 三好 袖ヶ浦 86 (43、43) 中馬 正伸 大相模 93 (48、45)  
山本 泰朗 セントラル 82 (41、41) 水谷 敏 桜ヶ丘 86 (42、44) 権守 一徳 鶴舞 93 (48、45)  
兵藤 逸郎 平塚富士見 82 (41、41) 田辺 庄司 麻生 86 (42、44) 柴山 雄一 府中 93 (47、46)  
塩崎 千晃 姉ヶ崎 82 (40、42) 井草 茂 エーデルワイス 86 (42、44) 廣瀬 康夫 程ヶ谷 93 (47、46)  
池田 正和 横浜 82 (39、43) 鈴木 健明 ザ・レイクス 86 (42、44) 谷間 芳明 真名 93 (45、48)  

31 林 征治 大厚木 83 (44、39) 大川 宗之 凾南 86 (42、44) 112 古川 修造 湯河原 94 (47、47)  
義澤 伸良 大相模 83 (42、41) 上田 八尋 千葉夷隅 86 (40、46) 113 山下 繁 富士チサン 95 (48、47)  
斎木 浩平 戸塚 83 (42、41) 73 本橋 清次 中山 87 (48、39) 114 神戸 明治 袖ヶ浦 96 (51、45)  
伊藤 欣男 十里木 83 (41、42) 鳥居 邦彦 鷹之台 87 (46、41) 土屋 勝義 中津川 96 (48、48)  
大島 寛治 鴻巣 83 (40、43) 長谷川 智 木更津 87 (45、42) 和気 伸夫 東名 96 (46、50)  
長野 開二 相模野 83 (39、44) 友野 勝也 戸塚 87 (42、45) 117 橋本 仁 富士 98 (50、48)  
舘谷 俊雄 千葉 83 (39、44) 小俣 明 鶴舞 87 (42、45) 118 加藤 明男 茨城 100 (49、51)  
田中 菊雄 東京よみうり 83 (36、47) 吉本 正治 府中 87 (42、45) 119 佐山 梅義 新千葉 104 (47、57)  

39 鈴木 勝永 大相模 84 (43、41) 飯塚 賢治 府中 87 (42、45) 120 飯島 光夫 潮来 107 (47、60)  
高橋 伊佐男 ＧＭＧ八王子 84 (43、41) 高田 健治 磯子 87 (41、46) 121 阿部 虎 皐月･佐野 108 (57、51)  
内田 治雄 京葉 84 (43、41) 81 上野 昭穂 房総 88 (45、43) 122 田口 正人 小田原･松田 110 (60、50)  

平成21年4月20日

平成21年度関東グランドシニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技


