
会場：

期日：

エントリー： 152名

出場： 137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 宮 辰夫 習志野 70 (35、35) 大野 政治 土浦 80 (38、42) 石田 俊男 扶桑 84 (43、41) 山王丸 敏雄 セントラル 89 (42、47)

2 小野 賢司 セベ・バレステロス 74 (37、37) 田中 富緒 千葉 80 (38、42) 永江 光二郎 京葉 84 (43、41) 124 平林 一之 セントラル 90 (48、42)

渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 74 (37、37) 渡辺 勝秀 烏山城 80 (37、43) 宇田川 光男 新千葉 84 (43、41) 梨澤 六郎 セントラル 90 (46、44)

延田 政弘 東千葉 74 (36、38) 佐藤 新一 東京湾 80 (37、43) 真崎 敏寛 南総 84 (42、42) 川田 充利 白鳳 90 (44、46)

5 清水 重夫 茨城 75 (37、38) 安富 秀樹 総武 80 (36、44) 澤井 均 東千葉 84 (42、42) 三瓶 利彦 東我孫子 90 (44、46)

斎藤 広巳 大利根 75 (37、38) 46 平瀬 清輝 白鳳 81 (43、38) 猪野 洋 藤ヶ谷 84 (42、42) 128 川上 時安 水戸 92 (47、45)

寺村 義美 スプリングフィルズ 75 (37、38) 小川 修二 江戸崎 81 (42、39) 内山 孝宏 セントラル 84 (42、42) 岡 靖久 セゴビア 92 (45、47)

8 野口 勇 クリアビュー 76 (41、35) 矢作 定雄 龍ヶ崎 81 (42、39) 井草 義彦 一の宮 84 (41、43) 大熊 彰 千葉 92 (44、48)

荒井 眞一 筑波 76 (39、37) 鈴木 聖三 千葉 81 (41、40) 坪倉 登志雄 猿島 84 (41、43) 131 寺田 素夫 セベ・バレステロス 93 (50、43)

本山 年夫 藤ヶ谷 76 (39、37) 宮 敏夫 習志野 81 (40、41) 金本 元章 取手国際 84 (40、44) 小宮 篤 千葉国際 93 (45、48)

西山 靖彦 白鳳 76 (38、38) 横山 正一 千葉 81 (39、42) 久保田 充 我孫子 84 (40、44) 平田 毅彦 イーグルポイント 93 (44、49)

12 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 77 (40、37) 原田 英治 船橋 81 (39、42) 鈴木 明 土浦 84 (39、45) 134 為我井 道隆 千葉 95 (46、49)

今井 延美 霞南 77 (40、37) 飯伏 修 かずさ 81 (39、42) 94 川口 三男 玉造 85 (45、40) 135 佐久間 一嘉 習志野 98 (45、53)

矢吹 元良 ゴールデンレイクス 77 (39、38) 鈴木 由蔵 桜 81 (39、42) 竹村 俊彦 龍ヶ崎 85 (43、42) 136 冨澤 隆生 霞南 99 (49、50)

山田 勧 東千葉 77 (39、38) 菅谷 昭雄 成田東 81 (38、43) 井上 一男 江戸崎 85 (43、42) 柳澤 利明 イーグルポイント 99 (46、53)

山下 勝紀 扶桑 77 (38、39) 秋山 雄逸 かずさ 81 (38、43) 山本 五郎 土浦 85 (42、43) 欠場 三本 成忠 グレンモア

泰山 義基 茨城 77 (36、41) 57 井上 久夫 霞台 82 (44、38) 王月 勇 我孫子 85 (42、43) 欠場 鈴木 宏彦 玉造

長田 有司 我孫子 77 (35、42) 大場 力夫 浅見 82 (43、39) 正木 拓朗 鷹之台 85 (42、43) 欠場 戸部 勝二 東千葉

19 金子 理 望月東急 78 (43、35) 金井 文和 霞台 82 (43、39) 酒巻 雷太 千葉 85 (40、45) 欠場 山本 哲也 習志野

橋谷田 惠二 霞台 78 (41、37) 飯泉 秀夫 玉造 82 (41、41) 101 岡村 一弘 サンヒルズ 86 (47、39) 欠場 小野 進 水戸

徳永 一充 龍ヶ崎 78 (40、38) 吉永 武 霞台 82 (41、41) 加藤 明 鎌ヶ谷 86 (45、41) 欠場 一柳 昌利 千葉

三瓶 幸博 スプリングフィルズ 78 (39、39) 渡辺 和喜 船橋 82 (41、41) 高橋 是光 サンヒルズ 86 (45、41) 欠場 魚井 達弘 大利根

芦澤 達雄 オーク・ヒルズ 78 (39、39) 池田 倫彦 クリアビュー 82 (41、41) 三門 杲 習志野 86 (44、42) 欠場 福田 正資 千葉

- 以 上、 予 選 通 過 － 齋藤 博保 千葉 82 (40、42) 板垣 和男 玉造 86 (44、42) 欠場 宮迫 泰郎 大利根

上重 修 東千葉 78 (39、39) 新谷 満 スプリングフィルズ 82 (40、42) 関 秀勝 玉造 86 (43、43) 欠場 篠内 満 常陽

村田 達勇 オーク・ヒルズ 78 (38、40) 鈴木 卓爾 千葉 82 (40、42) 和田 光司 嵐山 86 (43、43) 欠場 高橋 文蔵 武蔵

大関 利男 千葉 78 (37、41) 安孫子 郁夫 南摩城 82 (40、42) 矢田 弘 龍ヶ崎 86 (39、47) 欠場 松山 信彦 セゴビア

27 岡村 一士 芳賀 79 (42、37) 神戸 喜一 江戸崎 82 (40、42) 109 池田 健次 龍ヶ崎 87 (46、41) 欠場 佐藤 幸雄 総武

吉田 潔 鎌ヶ谷 79 (41、38) 櫻本 實 セベ・バレステロス 82 (40、42) 波多野 幸男 セベ・バレステロス 87 (46、41) 欠場 伊藤 義雄 千葉

田葉 正信 龍ヶ崎 79 (41、38) 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 82 (40、42) 會田 茂 東筑波 87 (42、45) 欠場 工藤 博 千葉

山口 茂樹 土浦 79 (38、41) 71 晴山 康夫 加茂 83 (43、40) 平沢 良雄 水戸 87 (40、47)

鶴岡 秀吉 千葉 79 (38、41) 田中 賢治 かずさ 83 (42、41) 間部 敏夫 茨城 87 (40、47)

遠山 光男 鷹 79 (37、42) 倉持 均 クリアビュー 83 (41、42) 114 近藤 次郎 成田東 88 (46、42)

飯高 和雄 江戸崎 79 (36、43) 木村 光方 習志野 83 (40、43) 成田 賢二 大利根 88 (45、43)

34 大友 勝博 高坂 80 (44、36) 中山 秀之 水戸 83 (40、43) 栗原 次男 水戸 88 (43、45)

山口 雅司 大利根 80 (43、37) 渡辺 和行 玉造 83 (40、43) 中迫 利明 麻倉 88 (42、46)

井坂 達也 水戸 80 (43、37) 高野 俊行 江戸崎 83 (40、43) 落合 光男 猿島 88 (42、46)

湯川 国秋 千葉 80 (42、38) 隈元 安雄 レインボーヒルズ 83 (37、46) 119 植木 康夫 セベ・バレステロス 89 (44、45)

石川 定男 セベ・バレステロス 80 (41、39) 79 上田 和永 成田ハイツリー 84 (44、40) 遠藤 享 アスレチック 89 (44、45)

河村 友正 龍ヶ崎 80 (39、41) 坂巻 一夫 クリアビュー 84 (43、41) 藤原 保之 千葉 89 (44、45)

濱田 正行 清川 80 (39、41) 深澤 潔 セゴビア 84 (43、41) 薄井 滋 我孫子 89 (43、46)

平成22年7月5日

平成22年度関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

千葉カントリークラブ・梅郷コース( 6549Yards   Par 72 )


