
会場：
期日：

エントリー： 71名
出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岡田 光正 嵐山 75 (37、38) 渡辺 源伸 寄居 87 (46、41)

2 山下 寛 平川 76 (35、41) 藤澤 明生 塩嶺 87 (41、46)

3 長岡 實男 平塚富士見 77 (42、35) 横川 尚三 唐沢 87 (40、47)

森山 茂雄 横浜 77 (36、41) 44 勝俣 幸雄 富士 88 (45、43)

5 柳瀬 功 穂高 78 (40、38) 池田 一郎 小金井 88 (43、45)

奥 東龍 相模 78 (39、39) 46 笈川 茂一 大秦野 89 (47、42)

7 松本 直之 鳩山 79 (41、38) 三澤 定夫 湯河原 89 (46、43)

木村 敏之 嵐山 79 (40、39) 川嶋 玉三 寄居 89 (46、43)

中里 圭介 横浜 79 (38、41) 遠藤 芳作 東京国際 89 (45、44)

10 長尾 忠隆 横浜 80 (41、39) 矢島 晃 岡部チサン 89 (43、46)

荒井 孝二 エンゼル 80 (41、39) 古屋 英敏 狭山 89 (43、46)

中村 隆男 諏訪レイクヒル 80 (39、41) 市川 勇 美里 89 (42、47)

13 笹原 龍三 相模 81 (42、39) 小久保 達雄 寄居 89 (41、48)

松井 勝利 小川 81 (41、40) 54 有木 光三 狭山 90 (48、42)

斉藤 武夫 メイプルポイント 81 (40、41) 中田 次郎 横浜 90 (46、44)

大野 長利 立川国際 81 (39、42) 56 小林 智 長瀞 91 (48、43)

17 北口 吉明 埼玉国際 82 (43、39) 合田 忠司 湯河原 91 (47、44)

富永 康輔 東京国際 82 (40、42) 小薗江 豊 狭山 91 (47、44)

雨宮 司郎 小金井 82 (40、42) 山田 順治 岡部チサン 91 (46、45)

萩原 茂 赤城国際 82 (39、43) 松本 眞一 金砂郷 91 (46、45)

21 中村 友宏 高坂 83 (43、40) 秋山 俊 千葉 91 (42、49)

矢頭 恒友 小金井 83 (43、40) 62 後藤 尚志 小金井 92 (48、44)

岡村 光治 那須小川 83 (42、41) 藤木 賢 嵐山 92 (44、48)

田中 實 キングフィールズ 83 (40、43) 長谷川 浩史 塩嶺 92 (42、50)

冨山 信治 狭山 83 (39、44) 65 矢島 昇 入間 93 (48、45)

26 山田 忍 嵐山 84 (42、42) 吉原 貞夫 日高 93 (45、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 67 大河内 正一 ノーザン赤城 94 (49、45)

小野 太三郎 松本 84 (42、42) 68 赤尾 義隆 埼玉 98 (51、47)

大島 寛治 鴻巣 84 (39、45) 欠場 小池 政一 越生

渋谷 百司 日本 84 (39、45) 欠場 佐藤 清 嵐山

30 中澤 英彦 富士チサン 85 (46、39) 欠場 岡崎 義久 大相模

榎本 正 飯能グリーン 85 (43、42)

平塚 善策 湯河原 85 (42、43)

中 博文 狭山 85 (41、44)

福田 勇 岡部チサン 85 (39、46)

35 近藤 傅二 東名厚木 86 (43、43)

大堀 博之 入間 86 (43、43)

進藤 明 石坂 86 (41、45)

高橋 良郎 東京国際 86 (41、45)

松本 清孝 鳩山 86 (41、45)

40 金田 春植 穂高 87 (47、40)

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3ブロック予選競技

狭山ゴルフ・クラブ　南・西コース( 6175Yards   Par 72 )


