
会場：

期日：
エントリー： 158名

出場： 155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 浅川 辰彦 武蔵 69 (34、35) 荒川 竹治 桜 78 (37、41) 小野 進 龍ヶ崎 82 (41、41) 鈴木 浩 藤ヶ谷 86 (43、43)

2 室野 歩 東千葉 72 (36、36) 木村 光方 習志野 78 (37、41) 渡辺 勝秀 烏山城 82 (41、41) 鈴木 弘之 都賀 86 (42、44)

冨田 久三 茨城パシフィック 72 (36、36) 43 白井 健司 水戸グリーン 79 (42、37) 新倉 正明 千葉 82 (41、41) 中村 英次 東松山 86 (42、44)

4 富田 文雄 茨城 73 (36、37) 仲長 孝 千葉 79 (41、38) 竹田 信夫 小川 82 (40、42) 星野 誠一 武蔵 86 (41、45)

上重 修 東千葉 73 (36、37) 中村 秀春 サニーフィールド 79 (40、39) 戸田 光太郎 我孫子 82 (40、42) 渡邊 康博 武蔵 86 (41、45)

關橋 光一 飯能グリーン 73 (35、38) 平林 輝夫 越生 79 (40、39) 秋谷 泰次 桜 82 (39、43) 久保田 充 我孫子 86 (40、46)

7 阪田 哲男 袖ヶ浦 74 (38、36) 長尾 博文 青梅 79 (40、39) 古木 克成 水戸グリーン 82 (39、43) 酒巻 雷太 千葉 86 (39、47)

伊藤 幸信 入間 74 (38、36) 井上 久夫 霞台 79 (39、40) 89 安富 秀樹 桜 83 (43、40) 130 坂本 章二 東松山 87 (46、41)

高木 文弘 南摩城 74 (37、37) 新倉 利夫 桜 79 (39、40) 笠井 正明 習志野 83 (43、40) 美濃村 和男 龍ヶ崎 87 (45、42)

10 相馬 聡夫 茨城 75 (39、36) 相澤 東 つくばね 79 (38、41) 林 俊安 ロイヤルスター 83 (41、42) 小川 惠介 江戸崎 87 (43、44)

野口 勇 クリアビュー 75 (38、37) 居石 春満 長太郎 79 (38、41) 小川 修二 江戸崎 83 (40、43) 工藤 博 千葉 87 (42、45)

深澤 潔 セゴビア 75 (36、39) 竹之内 康一 セゴビア 79 (38、41) 今井 延美 霞南 83 (40、43) 白川 義則 筑波 87 (42、45)

中村 守 水戸グリーン 75 (36、39) 53 額賀 義朗 船橋 80 (42、38) 河村 友正 龍ヶ崎 83 (39、44) 谷口 昌弘 宇都宮 87 (41、46)

14 荒井 眞一 筑波 76 (40、36) 八木 和男 藤ヶ谷 80 (41、39) 95 横山 佳和 東京よみうり 84 (44、40) 由井 常道 阿見 87 (41、46)

石井 幹 千葉桜の里 76 (39、37) 谷 猛夫 東松山 80 (41、39) 藤原 保之 千葉 84 (43、41) 137 福田 栄二 川越 88 (44、44)

田葉 正信 龍ヶ崎 76 (38、38) 中野 五雄 浦和 80 (41、39) 大場 力夫 浅見 84 (43、41) 井上 達 飯能 88 (44、44)

増田 俊也 取手国際 76 (38、38) 山田 俊彦 つくばね 80 (41、39) 高野 健 つくばね 84 (43、41) 山崎 晴央 取手国際 88 (44、44)

秋山 定俊 相模原 76 (38、38) 町田 信征 江戸崎 80 (40、40) 橋本 邦夫 茨城 84 (43、41) 松本 健樹 桜ヶ丘 88 (44、44)

山本 哲也 習志野 76 (38、38) 大津 秀男 富士笠間 80 (40、40) 荒井 忠夫 クリアビュー 84 (43、41) 岡 靖久 セゴビア 88 (43、45)

杉崎 久實 フレンドシップ 76 (37、39) 坂巻 一夫 クリアビュー 80 (40、40) 間部 敏夫 茨城 84 (42、42) 三枝 重郎 藤ヶ谷 88 (41、47)

佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 76 (37、39) 橋本 和一 ゴールデンレイクス 80 (40、40) 土屋 健次 武蔵 84 (42、42) 143 上村 岩男 越生 89 (44、45)

高田 寛 レインボー 76 (37、39) 吉澤 俊明 飯能 80 (39、41) 飯塚 勝 レーサム 84 (42、42) 高橋 文蔵 武蔵 89 (44、45)

大関 利男 千葉 76 (37、39) 近藤 昭二 富士笠間 80 (39、41) 中見 憲政 成田ハイツリー 84 (41、43) 橋本 俊幸 フレンドシップ 89 (42、47)

24 森 一郎 武蔵 77 (42、35) 金子 理 嵐山 80 (39、41) 平野 徳 水戸グリーン 84 (41、43) 146 荒井 錦哉 立川国際 90 (47、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 豊 正光 千葉国際 80 (39、41) 岸 俊光 浦和 84 (41、43) 小島 進 東松山 90 (44、46)

畠山 了 サニーフィールド 77 (40、37) 徳永 一充 龍ヶ崎 80 (38、42) 小澤 孝男 武蔵 84 (41、43) 田川 元 千葉 90 (43、47)

山田 勧 東千葉 77 (40、37) 箕輪 進 東京よみうり 80 (38、42) 小俣 昌之 つくばね 84 (40、44) 149 笠原 正光 入間 91 (48、43)

三門 杲 習志野 77 (40、37) 68 瀧澤 光雄 我孫子 81 (44、37) 吉田 清志 寄居 84 (40、44) 吉田 由雄 取手国際 91 (44、47)

大和田 康夫 草津 77 (39、38) 小野 太佳司 寄居 81 (42、39) 花井 源二郎 月 84 (39、45) 151 大熊 彰 千葉 92 (46、46)

篠崎 州央 千葉国際 77 (38、39) 倉持 均 クリアビュー 81 (41、40) 奥土居 淳 猿島 84 (39、45) 152 大竹 康文 東松山 93 (48、45)

松山 信彦 セゴビア 77 (38、39) 池田 倫彦 クリアビュー 81 (40、41) 112 菊池 忍 千葉桜の里 85 (43、42) 大森 健二 浅見 93 (46、47)

大西 幸四郎 筑波 77 (37、40) 高橋 久雄 東松山 81 (39、42) 猪野 洋 藤ヶ谷 85 (42、43) 大島 治 東千葉 93 (46、47)

矢作 定雄 龍ヶ崎 77 (36、41) 比留間 基好 寄居 81 (38、43) 森田 治夫 武蔵 85 (42、43) 失格 小沼野 健一 ゴールデンレイクス

33 鶴町 和久 習志野 78 (42、36) 西村 淳助 東松山 81 (36、45) 古屋 博也 霞台 85 (41、44) 欠場 小川 敬雄 武蔵

瀬戸 信昭 鷹之台 78 (41、37) 75 落合 光男 猿島 82 (43、39) 塚原 岩雄 烏山城 85 (40、45) 欠場 増渕 洋介 宇都宮

緒方 忠昭 龍ヶ崎 78 (41、37) 白川 永鎮 千葉桜の里 82 (43、39) 鶴岡 秀吉 千葉 85 (39、46) 欠場 砂山 武則 越生

鈴木 俊夫 ニッソー 78 (40、38) 郡司 十三生 高萩 82 (42、40) 東 博 千葉桜の里 85 (37、48)

鮫島 均 レインボー 78 (39、39) 杉本 敏文 鹿沼 82 (42、40) 119 冨澤 隆生 霞南 86 (45、41)

矢田 弘 龍ヶ崎 78 (39、39) 大久保 訓 浦和 82 (42、40) 市川 隆夫 赤城 86 (45、41)

渡辺 誠 富士笠間 78 (38、40) 杉本 薫 水戸グリーン 82 (42、40) 原 清 浦和 86 (44、42)

大塚 俊男 宇都宮 78 (38、40) 萩原 伸宣 千葉 82 (42、40) 青木 正之 紫 86 (44、42)

7月2日(月)

平成24年度関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

茨城ゴルフ倶楽部 東コース( 6657Yards   Par 72 )


