
会場：
期日：

エントリー： 91名
出場： 90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 金丸 保 廣済堂埼玉 75 (39、36) 小坂 孝二 八王子 86 (41、45) 岡村 光治 那須小川 96 (50、46)

鈴木 正治 府中 75 (39、36) 田中 昭 飯能グリーン 86 (40、46) 大堀 博之 入間 96 (47、49)

3 大野 長利 立川国際 76 (37、39) 43 金田 春植 穂高 87 (47、40) 長野 開二 相模野 96 (46、50)

4 坂寄 忠司 ノーザン錦ヶ原 77 (38、39) 井上 伯夫 立川国際 87 (46、41) 85 深澤 源一 廣済堂埼玉 97 (50、47)

5 小林 正義 東京五日市 78 (41、37) 大久保 維綱 相模野 87 (45、42) 86 川井 忍 芙蓉 98 (51、47)

6 松本 直之 鳩山 79 (39、40) 嶋田 静雄 エーデルワイス 87 (45、42) 87 高羽 成和 リバーサイドフェニックス 100 (49、51)

新井 清光 境川 79 (37、42) 福田 勇 岡部チサン 87 (44、43) 失格 青木 巌 伊豆下田

8 高橋 正敏 入間 81 (43、38) 中村 隆男 諏訪レイクヒル 87 (44、43) 棄権 高橋 良郎 東京国際

小山 敏男 青梅 81 (43、38) 藤澤 明生 塩嶺 87 (43、44) 棄権 堺 俊晴 アザレア

平井 英宣 武蔵 81 (42、39) 高橋 孝一 大利根 87 (42、45) 欠場 古庄 武信 東京五日市

北村 彰敏 岡部チサン 81 (42、39) 51 松本 清孝 鳩山 88 (49、39)

塩崎 千晃 姉ヶ崎 81 (41、40) 平野 元一 リバーサイドフェニックス 88 (47、41)

市川 勇 美里 81 (41、40) 市川 透 一の宮 88 (46、42)

植田 耕作 森林公園 81 (40、41) 清水 稔 鴻巣 88 (45、43)

佐藤 正信 GMG八王子 81 (40、41) 越水 源造 八王子 88 (45、43)

松野 眞三 府中 81 (39、42) 菊池 宗雄 伊香保 88 (41、47)

吉原 孝哉 さいたま梨花 81 (39、42) 57 堺 厚次 あさひヶ丘 89 (46、43)

兼田 克彦 立川国際 81 (38、43) 春日 芳邦 白鳳 89 (45、44)

内野 和夫 八王子 81 (38、43) 山本 利次 真名 89 (45、44)

20 石井 富夫 埼玉 82 (43、39) 八木 高男 大相模 89 (44、45)

高橋 佑吉 我孫子 82 (41、41) 内田 幸穂 津久井湖 89 (43、46)

近藤 茂 入間 82 (40、42) 62 前田 博之 富士御殿場 90 (48、42)

吉江 利夫 塩嶺 82 (38、44) 米山 義則 芙蓉 90 (48、42)

24 西川 紀生 鳩山 83 (43、40) 高田 昭治 厚木国際 90 (47、43)

大串 清司 清川 83 (43、40) 伊藤 勲 八王子 90 (46、44)

山田 享弘 武蔵 83 (42、41) 佐藤 价平 ベルエア 90 (44、46)

上條 忠治 オリムピック 83 (42、41) 67 小林 智 長瀞 91 (45、46)

28 加藤 賢 藤岡 84 (46、38) 小林 勲 諏訪レイクヒル 91 (42、49)

鈴木 勝永 大相模 84 (44、40) 69 田中 郁雄 昇仙峡 92 (48、44)

阿部 正直 武蔵松山 84 (42、42) 富永 康輔 東京国際 92 (45、47)

吉川 幸男 廣済堂埼玉 84 (41、43) 71 大島 寛治 鴻巣 93 (48、45)

榎本 正 飯能グリーン 84 (41、43) 渋谷 百司 日本 93 (47、46)

33 下田 昌敬 東京国際 85 (45、40) 73 鹿島 威ニ 立川国際 94 (48、46)

長谷川 浩史 塩嶺 85 (45、40) 赤尾 義隆 飯能 94 (46、48)

高橋 伊佐男 GMG八王子 85 (44、41) 矢島 晃 岡部チサン 94 (46、48)

大村 静 リバー富士 85 (44、41) 矢島 昇 入間 94 (46、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 77 成川 亘茂 フレンドシップ 95 (48、47)

山内 堅太郎 我孫子 85 (43、42) 阿部 鐵夫 富士 95 (48、47)

山本 法光 GMG八王子 85 (42、43) 入田 幸男 東京国際 95 (47、48)

柳瀬 功 穂高 85 (40、45) 小出 栄次郎 飯能グリーン 95 (46、49)

40 宇田川 房雄 八王子 86 (43、43) 81 中澤 治重 青梅 96 (51、45)

平成23年4月15日

平成23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

八王子カントリークラブ( 6161Yards   Par 72 )


