
会場：
期日：

エントリー： 102名
出場： 100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

1 矢野 塚春 鹿沼 73 (36、37) 富永 悟 飯能 79 (39、40) 吉川 幸男 廣済堂埼玉 85 (41、44)  
2 谷 猛夫 東松山 74 (37、37) 奥澤 國男 龍ヶ崎 79 (39、40) 小林 憲司 武蔵松山 85 (40、45)  

工藤 利明 埼玉国際 74 (35、39) 室町 明 鴻巣 79 (39、40) 塩山 廣正 大平台 85 (38、47)  
4 清水 恒治 太田双葉 75 (40、35) 平井 秀忠 紫塚 79 (39、40) 85 馬渕 博臣 麻生 86 (46、40)  

関橋 洋之助 飯能グリーン 75 (39、36) 伊藤 雅久 麻生 79 (39、40) 永田 勲 グリーンパーク 86 (43、43)  
山口 一明 太田双葉 75 (38、37) 中川 健一 入間 79 (39、40) 八方 秀友 入間 86 (42、44)  
小山 敏男 青梅 75 (38、37) 植田 耕作 森林公園 79 (39、40) 青木 紀一 グリーンパーク 86 (42、44)  
宮下 邦一 小川 75 (37、38) 見山 寛平 那須小川 79 (39、40) 野口 譲 入間 86 (42、44)  
尾関 達昭 鴻巣 75 (36、39) 石川 辰雄 鴻巣 79 (38、41) 佐々木 六朗 さいたま梨花 86 (41、45)  
齊藤 征修 南摩城 75 (35、40) 堀内 康宏 穂高 79 (37、42) 91 中島 誠 森林公園 87 (43、44)  

11 発知 洋一 赤城 76 (41、35) 51 神代 秀弘 白帆 80 (42、38) 大堀 博之 入間 87 (43、44)  
井上 尭 日高 76 (40、36) 小林 智 長瀞 80 (42、38) 93 山田 忍 嵐山 88 (45、43)  
小菅 豊太郎 日高 76 (39、37) 冨澤 和行 東松苑 80 (41、39) 吉田 守 入間 88 (42、46)  
小久保 武夫 小川 76 (39、37) 清水 稔 鴻巣 80 (41、39) 95 坂本 嘉山 嵐山 89 (44、45)  
佐藤 政秀 筑波学園 76 (39、37) 堺 厚次 あさひヶ丘 80 (41、39) 96 徳永 光男 グリーンパーク 90 (47、43)  
吉田 武夫 ツインレイクス 76 (38、38) 生居 慎司 日本海 80 (40、40) 97 貫井 忠彦 グリーンパーク 92 (45、47)  
飯田 修治 鴻巣 76 (38、38) 関口 興太郎 鴻巣 80 (40、40) 98 北條 茂男 浦和 93 (41、52)  
大場 宣明 新・ユーアイ 76 (38、38) 加倉井 満郎 新水戸 80 (39、41) 99 谷中 正男 水戸 97 (50、47)  
黒澤 常三郎 飯能 76 (38、38) 西村 淳助 東松山 80 (39、41) 失格 河合 一男 取手国際  
岡田 恵司 浦和 76 (36、40) 60 武野内 七郎 栗橋國際 81 (42、39) 欠場 新井 惟右 グリーンパーク  
山口 現朗 武蔵 76 (35、41) 青木 勇 武蔵松山 81 (42、39) 欠場 谷津 行男 烏山城  

22 河村 友正 龍ヶ崎 77 (41、36) 吉岡 健比古 武蔵松山 81 (42、39)   
金丸 保 廣済堂埼玉 77 (41、36) 野々下 稔 栃木 81 (41、40)   
石井 富夫 埼玉 77 (40、37) 平間 晴雄 鹿沼72 81 (41、40)   
増渕 正己 東宇都宮 77 (38、39) 吉原 孝哉 さいたま梨花 81 (40、41)   
樅山 和由 武蔵松山 77 (38、39) 加藤 喜正 嵐山 81 (37、44)   
加藤 賢 藤岡 77 (35、42) 竹村 昭雄 嵐山 81 (35、46)   

28 小林 勲 諏訪レイクヒル 78 (40、38) 68 大野 好儀 嵐山 82 (44、38)   
市川 忠美 南摩城 78 (40、38) 松本 勝巳 小金井 82 (44、38)   
斎藤 昌俊 嵐山 78 (39、39) 菊池 宗雄 伊香保 82 (42、40)   
徳永 一充 龍ヶ崎 78 (39、39) 山田 享弘 武蔵 82 (41、41)   
寺尾 一男 鴻巣 78 (39、39) 吉岡 幸夫 茨城 82 (41、41)   
木村 勝義 越生 78 (39、39) 稲川 廣政 春日居 82 (40、42)   
得能 三郎 栃木 78 (38、40) 野村 義弘 飯能 82 (40、42)   
岡田 光正 嵐山 78 (38、40) 75 杉山 俊一 日高 83 (41、42)   
福田 勇 岡部チサン 78 (37、41) 本吉 正彦 森林公園 83 (40、43)   

37 阿部 正直 武蔵松山 79 (41、38) 阿久津 邦雄 白水 83 (36、47)   
高橋 久雄 東松山 79 (40、39) 78 多田 一好 熊谷 84 (41、43)   

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 79 武 貞夫 南摩城 85 (46、39)   
仲田 功雄 飯能 79 (40、39) 岩崎 進 東京よみうり 85 (43、42)   
久田 寿男 武蔵 79 (40、39) 成田 賢二 大利根 85 (42、43)   

平成21年9月8日

平成21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

太田双葉カントリークラブ　愛宕・御所ノ入コース( 6323Yards   Par 72 )


