
会場：
期日：

エントリー： 72名
出場： 71名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 林 征治 大厚木 73 (37、36) 高間 英理 成田ハイツリー 86 (44、42)

足立 節雄 程ヶ谷 73 (37、36) 深澤 源一 廣済堂埼玉 86 (44、42)

3 小林 正義 東京五日市 74 (37、37) 竹内 幹哉 緑野 86 (44、42)

4 飯田 修治 鴻巣 76 (40、36) 勝俣 忠義 富士 86 (42、44)

5 高橋 久雄 東松山 78 (39、39) 神山 恒夫 狭山 86 (41、45)

坂寄 忠司 ノーザン錦ヶ原 78 (37、41) 加藤 賢 藤岡 86 (40、46)

古庄 武信 東京五日市 78 (36、42) 47 山崎 徳人 千葉 87 (47、40)

8 佐野 勝勇 富士御殿場 79 (40、39) 林 吉男 日高 87 (46、41)

高橋 佑吉 我孫子 79 (39、40) 青山 松太郎 中津川 87 (44、43)

鶴見 桂一 狭山 79 (39、40) 嶋田 静雄 エーデルワイス 87 (42、45)

11 藤原 利行 オーク・ヒルズ 80 (41、39) 信沢 努 GMG八王子 87 (42、45)

藤岡 五郎 高根 80 (40、40) 52 加々美 信光 狭山 88 (45、43)

石川 辰雄 鴻巣 80 (39、41) 植田 耕作 森林公園 88 (44、44)

14 松岡 和歳 東京よみうり 81 (44、37) 関口 興太郎 鴻巣 88 (44、44)

大久保 維綱 相模野 81 (42、39) 55 内野 和夫 八王子 89 (47、42)

傍島 輝雄 千葉 81 (40、41) 村松 文明 木更津 89 (46、43)

本間 晴芳 大秦野 81 (39、42) 土屋 勝義 中津川 89 (45、44)

斎藤 昌俊 嵐山 81 (39、42) 唐澤 正明 狭山 89 (45、44)

高橋 正敏 入間 81 (39、42) 平野 元一 リバーサイドフェニックス 89 (44、45)

20 田中 菊雄 東京よみうり 82 (43、39) 高松 勝 日高 89 (44、45)

小町 章 青梅 82 (43、39) 波多野 康二 東京 89 (43、46)

仲田 功雄 飯能 82 (41、41) 62 岸 一 千葉 90 (48、42)

植元 巽 キングフィールズ 82 (40、42) 小澤 格 狭山 90 (45、45)

24 川口 紀史 富士 83 (45、38) 遠藤 金作 東京カントリー 90 (45、45)

豊泉 博保 狭山 83 (42、41) 小谷野 利三 飯能 90 (44、46)

田中 郁雄 昇仙峡 83 (41、42) 66 加藤 昌男 千葉 91 (49、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 和田 孝弌 佐久平 91 (44、47)

田邉 賢治 藤岡 83 (41、42) 68 尾関 秀夫 武蔵 92 (47、45)

28 有光 正男 メイプルポイント 84 (45、39) 内倉 健之 狭山 92 (46、46)

梶浦 生司 鹿野山 84 (42、42) 70 高橋 清泰 東京五日市 93 (48、45)

田村 道明 高根 84 (42、42) 71 比嘉 一夫 鴻巣 95 (52、43)

島津 末治 伊東 84 (42、42) 欠場 村田 収 東京湾

永井 秋光 東京五日市 84 (41、43)

小坂 孝二 八王子 84 (41、43)

後藤 慎二郎 大厚木 84 (40、44)

35 清水 修一郎 程ヶ谷 85 (43、42)

金子 勝男 中津川 85 (43、42)

山田 享弘 武蔵 85 (42、43)

38 塩崎 千晃 姉ヶ崎 86 (47、39)

西沢 五郎 エンゼル 86 (45、41)

佐藤 价平 ベルエア 86 (44、42)

平成22年4月13日

平成22年度関東グランドシニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

狭山ゴルフ・クラブ　東・南コース( 6171Yards   Par 72 )


