
会場：

期日：

エントリー： 114名

出場： 110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 永井 明 クリアビュー 73 (38、35) 田村 春二 大平台 83 (41、42) 田中 実 キングフィールズ 88 (43、45)

2 神村 種臣 藤ヶ谷 74 (37、37) 山田 忍 嵐山 83 (41、42) 山田 宗義 筑波 88 (42、46)

3 杉山 利和 藤ヶ谷 77 (40、37) 藤原 利行 オーク・ヒルズ 83 (40、43) 84 高井 房雄 南茂原 89 (45、44)

中野 貞宜 東我孫子 77 (38、39) - 以 上、 予 選 通 過 － 山下 邦之 霞南 89 (44、45)

河村 友正 龍ヶ崎 77 (38、39) 富澤 勲 桜 83 (40、43) 澤重 勝 木更津 89 (44、45)

高橋 功 習志野 77 (38、39) 奥寺 忠雄 総武 83 (39、44) 平澤 瑞雄 成田ハイツリー 89 (43、46)

7 菅 克久 清川 78 (38、40) 47 岡山 貞夫 クリアビュー 84 (43、41) 横畑 敦夫 大平台 89 (42、47)

横山 久雄 相模原 78 (38、40) 冨澤 和行 東松苑 84 (43、41) 酒井 佐之 取手国際 89 (42、47)

川島 謙扶 新千葉 78 (36、42) 飯田 裕弘 クリアビュー 84 (42、42) 90 金谷 修平 嵐山 90 (49、41)

10 吉岡 和昭 関東国際 79 (43、36) 山岸 靖 サンヒルズ 84 (42、42) 大林 仁 総武 90 (47、43)

梅沢 吉 初穂 79 (42、37) 大河内 正一 ノーザン赤城 84 (42、42) 平澤 角治 メイプルポイント 90 (44、46)

12 平間 晴雄 鹿沼72 80 (42、38) 大屋 洋佑 船橋 84 (42、42) 93 清田 敏彦 江戸崎 91 (47、44)

本橋 清次 中山 80 (41、39) 寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 84 (41、43) 吉良 克己 花生 91 (46、45)

大山 四郎 新千葉 80 (41、39) 宮腰 賢一郎 江戸崎 84 (41、43) 井本 修平 桜 91 (41、50)

今川 安幸 茨城 80 (40、40) 進藤 明 石坂 84 (41、43) 96 笹原 薫 セベ・バレステロス 92 (51、41)

工藤 鈴夫 クリアビュー 80 (40、40) 浅野 隆司 龍ヶ崎 84 (41、43) 藤木 賢 嵐山 92 (45、47)

神代 秀弘 白帆 80 (40、40) 水野 清 鶴舞 84 (41、43) 松本 眞一 セベ・バレステロス 92 (43、49)

鈴木 陸郎 筑波 80 (39、41) 松本 辰也 江戸崎 84 (40、44) 99 中村 友宏 高坂 93 (47、46)

加藤 明 鎌ヶ谷 80 (38、42) 和田 孝弌 佐久平 84 (40、44) 奥村 祐治 大平台 93 (41、52)

20 池田 永徳 マグレガー 81 (43、38) 中嶋 基恵 龍ヶ崎 84 (40、44) 101 古屋 博也 霞台 94 (47、47)

松井 勝利 小川 81 (43、38) 長谷川 智 木更津 84 (38、46) 102 大村 真陸郎 セゴビア 96 (44、52)

大場 宣明 新・ユーアイ 81 (43、38) 62 北薗 明志 八幡 85 (43、42) 103 横矢 誠治 栃の木 97 (51、46)

得能 三郎 栃木 81 (40、41) 山下 寛 平川 85 (43、42) 菊池 浩 水戸 97 (49、48)

大垣 学人 筑波学園 81 (40、41) 鮫島 恒男 船橋 85 (42、43) 笛木 忠 千葉廣済堂 97 (43、54)

山岸 勇幸 鷹之台 81 (40、41) 佐藤 重信 かすみがうらOGM 85 (42、43) 106 庄司 達 千葉廣済堂 99 (52、47)

伊東 進 佐倉 81 (39、42) 66 山口 清 アスレチック 86 (44、42) 107 小森 隆幸 大平台 100 (53、47)

武野内 七郎 栗橋國際 81 (39、42) 山縣 光男 江戸崎 86 (43、43) 108 北村 次朗 浦和 104 (50、54)

28 角南 道弘 中山 82 (42、40) 植田 春夫 水戸 86 (40、46) 失格 鳥居 邦彦 成田ハイツリー

小川 公男 鴨川 82 (42、40) 69 西本 公也 加茂 87 (47、40) 棄権 加倉井 満郎 新水戸

安島 大三 水戸グリーン 82 (41、41) 西沢 五郎 エンゼル 87 (44、43) 欠場 水谷 敏 桜ヶ丘

斉藤 征修 南摩城 82 (41、41) 木村 健一 習志野 87 (43、44) 欠場 多田 保男 霞南

安原 春夫 龍ヶ崎 82 (41、41) 田辺 義和 桜 87 (43、44) 欠場 藤澤 公一郎 総武

木島 侑二 房総 82 (41、41) 根本 太涛 水戸 87 (43、44) 欠場 中野 裕美 藤ヶ谷

比嘉 一夫 鴻巣 82 (41、41) 小澤 博 習志野 87 (42、45)

八嶋 貞司 ザ・レイクス 82 (40、42) 石川 辰雄 鴻巣 87 (41、46)

吉永 武 霞台 82 (40、42) 高間 英理 成田ハイツリー 87 (40、47)

岡田 光正 嵐山 82 (40、42) 77 成毛 健二 霞台 88 (47、41)

38 山中 義衛 浦和 83 (43、40) 綿貫 敬三 小御門 88 (45、43)

佐藤 博志 戸塚 83 (42、41) 高田 武俊 中山 88 (44、44)

酒井 健二 江戸崎 83 (42、41) 志田 宜勇 かずさ 88 (44、44)

小野 明 鶴舞 83 (41、42) 飯田 修治 鴻巣 88 (43、45)

平成23年4月11日

平成23年度関東グランドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

中山カントリークラブ( 6356Yards   Par 72 )


