
会場：
期日：

エントリー： 144名
出場： 139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 丹野 富壽 伊豆にらやま 69 (34、35) 間藤 正広 東名厚木 78 (37、41) 小坂 譲 大利根 83 (43、40) 123 船橋 達夫 ＧＭＧ八王子 88 (45、43)

2 佐藤 正一 オリムピック 72 (35、37) 阿藤 晋一郎 都留 78 (37、41) 濱田 正行 清川 83 (43、40) 124 竹生 孝夫 佐原 89 (44、45)

3 金子 清 津久井湖 73 (37、36) 43 加部 嗣男 東名 79 (41、38) 伊藤 久光 小田原･松田 83 (42、41) 125 竹村 俊彦 龍ヶ崎 90 (48、42)

原 秀定 伊勢原 73 (36、37) 井草 義彦 一の宮 79 (40、39) 伊藤 正和 習志野 83 (42、41) 熊木 幹夫 津久井湖 90 (44、46)

眞崎 敏寛 南総 73 (36、37) 佐藤 政弘 平塚富士見 79 (40、39) 鈴木 勇 磯子 83 (42、41) 内田 功一 埼玉 90 (43、47)

榎本 幸和 オリムピック 73 (36、37) 古川 茂 東名厚木 79 (39、40) 佐々木 章 八王子 83 (41、42) 水野 清 鶴舞 90 (42、48)

7 篠崎 正一 清川 74 (40、34) 飯岡 雄一 東京 79 (38、41) 高瀬 幸史郎 沼津国際 83 (41、42) 129 猪股 延吉 鷹之台 92 (49、43)

河本 徳三朗 相模原 74 (40、34) 秋保 隆 寄居 79 (38、41) 橋本 有康 箱根 83 (41、42) 130 宮城 延夫 東京五日市 93 (45、48)

浜橋 基樹 戸塚 74 (38、36) 藤原 豊信 富士小山 79 (38、41) 岩佐 和彦 相模湖 83 (40、43) 131 原 清志 中津川 94 (50、44)

小林 隆行 戸塚 74 (36、38) 高橋 是光 サンヒルズ 79 (38、41) 伊藤 保 土浦 83 (40、43) 132 片倉 忠雄 平塚富士見 95 (48、47)

高橋 敏 大秦野 74 (36、38) 51 岡村 一弘 サンヒルズ 80 (41、39) 石井 康夫 戸塚 83 (40、43) 133 窪川 秀一 イーグルポイント 96 (48、48)

井端 和生 大熱海国際 74 (35、39) 林 秀次郎 扶桑 80 (40、40) 竹永 和美 南総 83 (39、44) 134 浅野 昭治 一の宮 100 (55、45)

13 佐々木 巧 相模湖 75 (39、36) 安達 光宣 リバー富士 80 (40、40) 94 山崎 正宏 相模 84 (44、40) 平田 毅彦 イーグルポイント 100 (49、51)

西部 純一 東京五日市 75 (38、37) 森 静生 小田原･松田 80 (40、40) 長谷川 菊夫 清川 84 (43、41) 失格 土方 達雄 武蔵野

谷 重次 東名 75 (38、37) 和泉 正人 京 80 (40、40) 千葉 浩 嵐山 84 (43、41) 失格 佐藤 正信 ＧＭＧ八王子

高田 安和 東名 75 (38、37) 谷 真 東京国際 80 (40、40) 相場 與志雄 中津川 84 (43、41) 失格 内山 孝宏 セントラル

羽切 理光 富士宮 75 (38、37) 落合 義徳 小田原･松田 80 (39、41) 福島 毅 嵐山 84 (43、41) 失格 渡辺 忠義 平塚富士見

松井 康夫 東名 75 (37、38) 平本 文明 相模原 80 (38、42) 金原 正義 嵐山 84 (43、41) 欠場 峰田 佳英 都留

杉田 努 ＧＭＧ八王子 75 (36、39) 幸田 精司 横浜 80 (38、42) 平林 一之 セントラル 84 (43、41) 欠場 山下 一郎 チェックメイト

西田 豊明 富士小山 75 (35、40) 木村 八郎 富士小山 80 (38、42) 佐野 高志 嵐山 84 (42、42) 欠場 菊地 照巳 武蔵野

21 大川 博史 鶴舞 76 (39、37) 山口 雅行 オリムピック 80 (37、43) 高澤 公司 八王子 84 (41、43) 欠場 麻薙 惇彦 小田原湯本

帖佐 寛巳 伊勢原 76 (38、38) 62 寺沢 徹 高麗川 81 (43、38) 鈴木 秀樹 津久井湖 84 (40、44) 欠場 椎木 茂 富士小山

二亦 博 相模 76 (38、38) 大谷 勝彦 戸塚 81 (42、39) 中水流 和則 津久井湖 84 (40、44)  
畑野 匡利 相模原 76 (36、40) 平戸 進二 清川 81 (42、39) 105 梅田 佳孝 都留 85 (44、41)  

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 加藤 勲 相模原 81 (41、40) 石井 基雄 平塚富士見 85 (43、42)  
古屋 浩 東名厚木 76 (35、41) 深谷 宣義 箱根 81 (41、40) 神田 律 富士小山 85 (43、42)  

26 原田 光則 多摩 77 (39、38) 山岸 誠一 ＧＭＧ八王子 81 (41、40) 関口 博和 鷹之台 85 (42、43)  
米山 福吉 富士小山 77 (38、39) 金谷 峯吉 大熱海国際 81 (40、41) 桜井 一夫 伊豆大仁 85 (41、44)  
土志田 誠治 東名 77 (37、40) 向笠 照夫 大熱海国際 81 (40、41) 横溝 茂美 オリムピック 85 (41、44)  
小宮 康彦 相模湖 77 (37、40) 久米田 廣之 富士小山 81 (40、41) 萩原 克爾 戸塚 85 (40、45)  
青山 喜美男 秦野 77 (37、40) 71 市川 透 一の宮 82 (43、39) 西野 繁男 一の宮 85 (38、47)  

31 片野 誠一 東京国際 78 (41、37) 簑島 利文 平塚富士見 82 (41、41) 113 青木 守喬 戸塚 86 (44、42)  
白井 旭 相模原 78 (41、37) 山口 純一 相模原 82 (41、41) 織田 勝雄 オリムピック 86 (44、42)  
井上 了三 相模 78 (40、38) 渡辺 史郎 相模湖 82 (40、42) 柳澤 利明 イーグルポイント 86 (44、42)  
鮫島 康孝 箱根 78 (40、38) 吉村 一彦 ＧＭＧ八王子 82 (40、42) 鶴崎 晃 セントラル 86 (43、43)  
中原 正人 大相模 78 (40、38) 北原 弘 伊豆にらやま 82 (39、43) 木目田 碩史 戸塚 86 (43、43)  
逸見 南海男 東名 78 (40、38) 石井 重次 メイプルポイント 82 (38、44) 森永 正隆 鷹之台 86 (42、44)  
山森 恵一 都留 78 (39、39) 楠木 憲司 東名厚木 82 (38、44) 中村 宇一朗 ＧＭＧ八王子 86 (42、44)  
大石 義数 相模原 78 (38、40) 79 森村 武夫 清川 83 (43、40) 小泉 稔 戸塚 86 (42、44)  
瀬戸 信昭 鷹之台 78 (38、40) 守屋 峰雄 オリムピック 83 (43、40) 121 古田 宗俊 京 87 (42、45)  
堂本 好壮 戸塚 78 (38、40) 長船 正人 東名 83 (43、40) 三戸 敏嗣 ＧＭＧ八王子 87 (39、48)  

平成21年7月6日

平成21年度関東シニアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

本厚木カンツリークラブ( 6488Yards   Par 72 )


