
会場：
期日：

エントリー： 160名
出場： 153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 佐野 高志 嵐山 72 (39、33) 菅井 雅之 嵐山 79 (41、38) 大野 好儀 嵐山 83 (43、40) 来住野 秀夫 東京五日市 86 (44、42)

2 平山 康則 立川国際 73 (39、34) 粒良 誠司 鳩山 79 (40、39) 高橋 徹 東松山 83 (43、40) 西 悦男 青梅 86 (43、43)

山中 秀一 青梅 73 (37、36) 小野塚 司 柏崎黒姫 79 (39、40) 錦織 正己 越生 83 (43、40) 125 小菅 豊太郎 日高 87 (46、41)

4 伊藤 幸信 入間 74 (39、35) 小谷野 希市 飯能 79 (39、40) 片山 正 上野原 83 (43、40) 田口 勝興 川越 87 (44、43)

渡辺 誠 富士笠間 74 (38、36) 田中 照美 エーデルワイス 79 (39、40) 高橋 識光 鳩山 83 (42、41) 小林 智 長瀞 87 (43、44)

嶋田 憲人 青梅 74 (37、37) 横山 佳和 東京よみうり 79 (38、41) 上村 岩男 越生 83 (42、41) 金子 茂行 埼玉国際 87 (42、45)

加藤 昌弘 鳩山 74 (35、39) 47 田中 康文 青梅 80 (42、38) 作田 幸雄 青梅 83 (42、41) 129 渡辺 善一 相模湖 88 (44、44)

三宮 勇雄 柏崎黒姫 74 (34、40) 冨田 進 岡部チサン 80 (41、39) 小池 健久 越生 83 (42、41) 斉藤 清人 オリムピック 88 (43、45)

内藤 松雄 日高 74 (33、41) 小嶋 敬一 青梅 80 (41、39) 小沼 金一 岡部チサン 83 (42、41) 石山 啓治 鳩山 88 (41、47)

10 小林 好司 飯能 75 (40、35) 福島 静雄 岡部チサン 80 (41、39) 由井 常道 大相模 83 (42、41) 132 田中 重義 こだま神川 89 (47、42)

櫻井 通有 岡部チサン 75 (39、36) 金子 義一 越生 80 (41、39) 飯田 雅之 高根 83 (42、41) 浅井 義久 霞南 89 (45、44)

戸高 明人 青梅 75 (39、36) 山口 慎一 東名 80 (40、40) 青木 勇 武蔵松山 83 (41、42) 横溝 茂美 オリムピック 89 (45、44)

原 房孝 埼玉 75 (38、37) 松嶋 和則 岡部チサン 80 (40、40) 東 政二 岡部チサン 83 (41、42) 土方 達雄 武蔵野 89 (45、44)

長谷川 壽彦 岡部チサン 75 (36、39) 阿部 正直 武蔵松山 80 (40、40) 増田 隆司 入間 83 (41、42) 荒井 錦哉 立川国際 89 (44、45)

金丸 保 廣済堂埼玉 75 (36、39) 瀧 正元 プリンスランド 80 (40、40) 菊地 照巳 武蔵野 83 (40、43) 長浜 浄 相模野 89 (43、46)

広井 智一 廣済堂埼玉 75 (35、40) 馬場 康次 武蔵野 80 (39、41) 梅澤 將明 越生 83 (40、43) 田中 英次 GMG八王子 89 (41、48)

宮本 清 小川 75 (35、40) 渡辺 能邦 武蔵野 80 (39、41) 関谷 眞治 越生 83 (40、43) 139 木村 良男 立川国際 90 (46、44)

18 川上 秀男 寄居 76 (37、39) 牧谷 秀昭 相模原 80 (38、42) 伊坂 弘道 立川国際 83 (39、44) 大山 和成 青梅 90 (45、45)

山口 雅行 オリムピック 76 (37、39) 神作 芳文 川越 80 (38、42) 100 梁瀬 正晴 鳩山 84 (46、38) 黒澤 利一 廣済堂埼玉 90 (44、46)

20 本藤 利一 日高 77 (40、37) 60 松本 滋彦 レインボー 81 (43、38) 小島 好夫 飯能くすの樹 84 (45、39) 萩原 篤博 箱根 90 (43、47)

小原 祥三郎 嵐山 77 (40、37) 森本 喜代治 埼玉国際 81 (43、38) 佐藤 兵一 寄居 84 (42、42) 143 宮本 文昭 鳩山 91 (48、43)

小林 文一 青梅 77 (40、37) 若林 俊幸 鳩山 81 (42、39) 込谷 久雄 東京五日市 84 (41、43) 有馬 士郎 高根 91 (45、46)

笠原 正光 入間 77 (39、38) 高橋 功 日高 81 (41、40) 久保田 輝雄 越生 84 (41、43) 棚橋 昭彦 GMG八王子 91 (42、49)

中村 哲也 飯能グリーン 77 (39、38) 關橋 光一 飯能グリーン 81 (39、42) 箕輪 進 東京よみうり 84 (41、43) 146 川田 定範 エーデルワイス 92 (45、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大出 勝 越生 81 (39、42) 中山 浩太郎 富士平原 84 (40、44) 147 軸薗 勝久 川越 94 (46、48)

林 靖浩 武蔵 77 (38、39) 金子 欣也 大宮国際 81 (39、42) 小川 敬雄 武蔵 84 (38、46) 148 高橋 想一 川越 95 (44、51)

市川 隆夫 江戸崎 77 (38、39) 相澤 和良 霞南 81 (39、42) 108 田屋 庄吉 青梅 85 (45、40) 149 青木 基秀 日高 96 (49、47)

稲川 俊之 武蔵松山 77 (37、40) 68 大野 一男 廣済堂埼玉 82 (43、39) 山本 順平 立川国際 85 (44、41) 棄権 廿楽 貴史 ロイヤルオーク

延田 政則 飯能グリーン 77 (36、41) 宇佐見 則男 高根 82 (43、39) 松井 義明 青梅 85 (44、41) 棄権 荻島 富雄 武蔵野

29 森野 洋 鳩山 78 (40、38) 犬飼 修三 鳩山 82 (43、39) 半田 明 東京五日市 85 (43、42) 棄権 井上 達 飯能

長野 秀 オリムピック 78 (40、38) 森下 治 岡部チサン 82 (42、40) 折田 皓二 青梅 85 (43、42) 棄権 永島 政行 日高

神 羊二 ノーザン錦ヶ原 78 (40、38) 岡田 光正 嵐山 82 (41、41) 塚越 亘 川越 85 (43、42) 欠場 松下 博 飯能

比留間 基好 寄居 78 (39、39) 藤井 清司 川越 82 (41、41) 芦田 昇 東京五日市 85 (42、43) 欠場 葉梨 洋一郎 川越

林 瑞祥 嵐山 78 (39、39) 田中 日出夫 ノーザン錦ヶ原 82 (41、41) 田渕 裕民 青梅 85 (41、44) 欠場 佐藤 光治 サニーフィールド

篠塚 和彦 武蔵野 78 (38、40) 梅澤 武彦 相模原 82 (40、42) 金子 重夫 緑野 85 (40、45) 欠場 樅山 和由 武蔵松山

三上 修平 エーデルワイス 78 (38、40) 別府 房雄 青梅 82 (40、42) 坂本 嘉山 嵐山 85 (40、45) 欠場 小豆野 修 オリムピック

福島 隆 長瀞 78 (37、41) 長尾 博文 青梅 82 (39、43) 吉村 平次郎 川越 85 (40、45) 欠場 杉山 直樹 赤城

片野 誠一 青梅 78 (37、41) 上甲 惠雄 青梅 82 (38、44) 中島 雄一 越生 85 (39、46) 欠場 中尾 博一 大平台

石田 真吾 GMG八王子 78 (36、42) 79 渡邊 康博 武蔵 83 (44、39) 120 市川 清 小川 86 (48、38)

39 伊藤 佐一 日高 79 (42、37) 鳥居 勇 東京五日市 83 (43、40) 遠藤 銀次郎 鹿沼 86 (46、40)

青木 茂 武蔵野 79 (42、37) 福田 栄二 川越 83 (43、40) 野村 孝一 高麗川 86 (45、41)

平成23年7月5日

平成23年度関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

青梅ゴルフ倶楽部　東・西コース( 6536Yards   Par 72 )


