
会場：
期日：

エントリー： 104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 真道 豊 レインボー 71 (35、36) 谷 重次 東名 79 (38、41) 82 小土橋 安夫 東名厚木 87 (47、40)  
2 小宮 康彦 相模湖 72 (34、38) 42 高村 幸夫 富士箱根 80 (43、37) 菅谷 邦正 上野原 87 (43、44)  
3 林 瑞祥 嵐山 73 (36、37) 増田 收 大相模 80 (42、38) 84 石塚 隆 都 88 (48、40)  
4 佐野 勝勇 富士御殿場 74 (37、37) 平塚 善策 湯河原 80 (41、39) 金井 鋭男 オリムピック 88 (47、41)  
5 小西 隆昭 レインボー 75 (40、35) 白井 剛 船橋 80 (41、39) 田代 雄久 湯河原 88 (47、41)  

東福寺 勝昭 東京国際 75 (40、35) 永井 秋光 東京五日市 80 (40、40) 合田 忠司 湯河原 88 (45、43)  
石井 重次 メイプルポイント 75 (38、37) 勝俣 忠義 富士 80 (40、40) 後藤 愼二郎 大厚木 88 (42、46)  
高橋 敏 大秦野 75 (38、37) 伊坂 弘道 立川国際 80 (40、40) 阿部 忠夫 チェックメイト 88 (42、46)  
安部 俊人 春日居 75 (37、38) 中野 弘治 相模 80 (39、41) 90 久保田 輝雄 越生 89 (49、40)  

10 今井 喜平 相模原 76 (42、34) 50 奥 東龍 相模 81 (42、39) 小林 芳男 秋山 89 (44、45)  
斉藤 彊一 飯能グリーン 76 (39、37) 山本 法光 ＧＭＧ八王子 81 (42、39) 林 俊一 箱根 89 (44、45)  
佐藤 満男 多摩 76 (39、37) 高橋 政彦 ロイヤルスター 81 (41、40) 93 田中 邦晴 東名厚木 90 (38、52)  
工藤 定男 南富士 76 (38、38) 関根 守夫 鷹之台 81 (41、40) 94 深谷 宣義 箱根 92 (46、46)  
大久保 蕃 桜ヶ丘 76 (36、40) 太田 正孝 東名厚木 81 (41、40) 95 富永 康輔 東京国際 93 (48、45)  

15 扇 徳男 富士箱根 77 (40、37) 佐藤 正一 オリムピック 81 (40、41) 清水田 正機 オリムピック 93 (45、48)  
中島 廣行 秦野 77 (40、37) 近藤 長久 寄居 81 (40、41) 相澤 洋一 上野原 93 (43、50)  
中山 照朗 都留 77 (40、37) 榎本 正 飯能グリーン 81 (40、41) 98 大島 治 東千葉 94 (48、46)  
直江 光義 鶴舞 77 (39、38) 森永 正隆 鷹之台 81 (39、42) 中田 次郎 横浜 94 (43、51)  
高澤 公司 八王子 77 (39、38) 59 松野 眞三 府中 82 (42、40) 100 兵藤 逸郎 平塚富士見 98 (49、49)  
和田 幸男 大平台 77 (39、38) 柴田 良三 紫 82 (42、40) 欠場 逸見 南海男 東名  
浅見 幹也 葉山国際 77 (38、39) 管 克久 清川 82 (41、41) 欠場 河本 勇 相模湖  
佐藤 和男 秋山 77 (38、39) 安藤 功 東名 82 (41、41) 欠場 藤城 悠 ディアレイク  
野沢 元 富士チサン 77 (37、40) 中尾 博一 大平台 82 (40、42) 欠場 瀬谷 傳 烏山城  
加藤 勲 相模原 77 (37、40) 北口 吉明 埼玉国際 82 (40、42)   

25 池田 正和 横浜 78 (41、37) 風間 正治 府中 82 (39、43)   
村松 賢次 富士チサン 78 (39、39) 木村 八郎 富士小山 82 (39、43)   
佐藤 正信 ＧＭＧ八王子 78 (37、41) 松井 義明 日高 82 (39、43)   
橋本 有康 箱根 78 (36、42) 渡部 良 東京五日市 82 (39、43)   

29 中澤 治重 青梅 79 (43、36) 69 香坂 雅俊 サンレイク 83 (44、39)   
杉田 敬三 多摩 79 (43、36) 小川 光生 川越 83 (44、39)   
兼田 克彦 立川国際 79 (42、37) 田中 文衛 川越 83 (42、41)   
高橋 孝和 レインボー 79 (42、37) 島津 末治 伊東 83 (39、44)   
下田 昌敬 東京国際 79 (41、38) 73 加納 賢三 上野原 84 (44、40)   
深澤 貞夫 富士チサン 79 (40、39) 竹内 幹哉 緑野 84 (43、41)   
河野 晃 甲府国際 79 (40、39) 千葉 陽庸 大相模 84 (41、43)   
杉山 剛正 川越 79 (40、39) 神田 律 富士小山 84 (41、43)   
蓮見 達男 芦の湖 79 (39、40) 77 長岡 實男 平塚富士見 85 (43、42)   
大串 清司 清川 79 (39、40) 村上 京二朗 大相模 85 (41、44)   
長尾 忠隆 横浜 79 (39、40) 遠藤 金作 東京カントリー 85 (40、45)   

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 80 桑沢 裕 御殿場 86 (43、43)   
内藤 忠勝 岡部チサン 79 (38、41) 柏田 諄 東京国際 86 (42、44)   
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平成21年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

大相模カントリークラブ　東・西コース( 6650Yards   Par 72 )


