
会場：

期日：

エントリー： 108名

出場： 103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 中根 孝夫 房総 73 (38、35) 猪野 洋 藤ヶ谷 79 (40、39) 金丸 莞爾 メイプルポイント 84 (42、42)

内山 孝宏 セントラル 73 (34、39) 松戸 正男 長南 79 (40、39) 伊原 勇 総武 84 (41、43)

3 木島 侑二 房総 74 (38、36) 荒井 孝二 エンゼル 79 (38、41) 森永 忠 袖ヶ浦 84 (39、45)

巴山 健一 立川国際 74 (36、38) 近藤 長久 寄居 79 (38、41) 85 鈴木 陸郎 筑波 85 (45、40)

友部 宣之 富士笠間 74 (35、39) 早船 静四郎 レインボーヒルズ 79 (38、41) 渡邊 稔 横浜 85 (44、41)

6 山中 茂 草津 75 (38、37) 46 竹村 俊彦 麻倉 80 (42、38) 馬渕 博臣 麻生 85 (42、43)

若田 直樹 桜 75 (38、37) 黒河 重夫 鶴舞 80 (41、39) 西野 繁男 一の宮 85 (41、44)

河原 正雄 白帆 75 (38、37) 山田 英夫 姉ヶ崎 80 (40、40) 茂木 敏則 東我孫子 85 (40、45)

9 鈴木 道明 東我孫子 76 (39、37) 内藤 重徳 千葉夷隅 80 (40、40) 90 田辺 仟司 成田ハイツリー 86 (44、42)

三枝 節 藤ヶ谷 76 (39、37) 市川 透 一の宮 80 (39、41) 樋口 薦 セゴビア 86 (43、43)

石井 龍男 麻倉 76 (38、38) 細江 明浩 東千葉 80 (39、41) 古賀 剛大 霞南 86 (43、43)

鈴木 元則 習志野 76 (38、38) 安田 進 千葉新日本 80 (39、41) 成毛 健二 霞台 86 (38、48)

上重 修 東千葉 76 (38、38) 土屋 貞雄 新千葉 80 (39、41) 94 進藤 明 石坂 87 (41、46)

隈元 安雄 レインボーヒルズ 76 (36、40) 玉置 一 塩原 80 (39、41) 95 山口 勝 鎌ヶ谷 88 (44、44)

杉山 利和 藤ヶ谷 76 (36、40) 安井 勲 成田ハイツリー 80 (38、42) 石塚 哲央 アスレチック 88 (43、45)

16 保科 圭三 セントラル 77 (41、36) 加瀬 健一郎 レインボーヒルズ 80 (37、43) 荒井 忠男 富士御殿場 88 (42、46)

松井 康夫 東名 77 (40、37) 檜垣 仁一 白鳳 80 (37、43) 石上 七郎 中山 88 (41、47)

山田 勧 東千葉 77 (39、38) 58 澁谷 重氏 新千葉 81 (42、39) 99 大島 治 東千葉 89 (41、48)

藤城 悠 ディアレイク 77 (38、39) 天田 智行 浜野 81 (41、40) 100 西村 和雄 千葉夷隅 90 (44、46)

金子 正史 横浜 77 (38、39) 佐藤 敏弘 富士笠間 81 (40、41) 穂積 五男 南摩城 90 (43、47)

呉山 淳一 袖ヶ浦 77 (37、40) 井上 一男 一の宮 81 (40、41) 102 岡村 光治 那須小川 91 (45、46)

石井 幹 千葉桜の里 77 (37、40) 松岡 和歳 東京よみうり 81 (40、41) 失格 輿石 正 東京湾

伊坂 弘道 立川国際 77 (36、41) 江澤 儀坦 袖ヶ浦 81 (40、41) 欠場 戸部 勝二 東千葉

24 金澤 正幸 白帆 78 (41、37) 堀内 勝正 千葉廣済堂 81 (40、41) 欠場 関根 宏一 鷹之台

浅野 昭治 一の宮 78 (41、37) 菅野 康史 山田 81 (40、41) 欠場 森 文徳 真名

高田 幸夫 南摩城 78 (41、37) 伊藤 雅久 麻生 81 (40、41) 欠場 前田 金十郎 千葉廣済堂

川島 謙扶 新千葉 78 (41、37) 小林 勇 鶴舞 81 (39、42) 欠場 中野 裕美 藤ヶ谷

田中 東明 相模 78 (40、38) 吉田 和弘 東我孫子 81 (37、44)

七島 正勝 セベ・バレステロス 78 (39、39) 69 伊藤 正幸 鎌ヶ谷 82 (42、40)

加藤 明 鎌ヶ谷 78 (39、39) 高屋 修治 南茂原 82 (41、41)

野沢 元 富士チサン 78 (38、40) 落合 良勝 横浜 82 (41、41)

山本 利次 真名 78 (38、40) 甲斐 利男 佐倉 82 (41、41)

酒井 佐之 取手国際 78 (38、40) 秋本 康彦 オーク・ヒルズ 82 (41、41)

関口 茂 長太郎 78 (37、41) 和田 弘義 成田ハイツリー 82 (40、42)

大井 直樹 かずさ 78 (37、41) 川崎 敏夫 浜野 82 (40、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 高橋 仁 マグレガー 82 (39、43)

共田 明弘 湘南シーサイド 78 (37、41) 77 高橋 孝一 大利根 83 (44、39)

神村 種臣 藤ヶ谷 78 (37、41) 寺田 素夫 セベ・バレステロス 83 (43、40)

櫻本 實 セベ・バレステロス 78 (35、43) 阿久津 征一 袖ヶ浦 83 (40、43)

39 太田 正孝 東名厚木 79 (41、38) 中村 喬 東名厚木 83 (39、44)

梨澤 六郎 セントラル 79 (40、39) 81 蜂谷 英夫 鷹之台 84 (43、41)

平成23年9月5日

平成23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

カメリアヒルズカントリークラブ( 6381Yards   Par 72 )


