
会場：

期日：
エントリー： 146名

出場： 141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 三枝 節 藤ヶ谷 73 (38、35) 野口 譲 入間 80 (38、42) 船越 茂人 スプリングフィルズ 84 (42、42) 菊池 浩 水戸 89 (47、42)

伊東 進 佐倉 73 (36、37) 濱田 一壽 茨城 80 (36、44) 田中 三男 佐原 84 (42、42) 戸部 勝二 東千葉 89 (43、46)

3 谷 猛夫 東松山 74 (39、35) 44 西澤 洪太 京葉 81 (44、37) 平野 元一 リバーサイドフェニックス 84 (42、42) 西沢 五郎 エンゼル 89 (41、48)

寺田 溥一 扶桑 74 (35、39) 大山 四郎 新千葉 81 (42、39) 渡辺 宏 江戸崎 84 (41、43) 126 村山 正光 嵐山 90 (48、42)

5 竹中 悟 南総 75 (39、36) 橋本 年且 水戸 81 (42、39) 大森 健二 浅見 84 (41、43) 植田 春夫 水戸 90 (48、42)

6 奥澤 國男 龍ヶ崎 76 (38、38) 佐藤 雄策 東我孫子 81 (42、39) 87 金子 治郎 富士笠間 85 (45、40) 野本 泰司 広陵 90 (46、44)

吉永 武 霞台 76 (38、38) 成田 賢二 大利根 81 (41、40) 鈴木 元則 習志野 85 (43、42) 小池 浩 茨城 90 (45、45)

伊藤 正幸 鎌ヶ谷 76 (38、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 高木 仁 水戸 85 (43、42) 川崎 敏夫 浜野 90 (44、46)

9 澁谷 重氏 新千葉 77 (41、36) 北條 茂男 浦和 81 (41、40) 布川 弘久 鷹之台 85 (43、42) 山田 宗義 筑波 90 (43、47)

大垣 学人 筑波学園 77 (39、38) 根本 太濤 水戸 81 (41、40) 河合 一男 取手国際 85 (42、43) 132 山本 利次 真名 91 (47、44)

柳田 武 ザ・レイクス 77 (38、39) 佐藤 重信 かすみがうらOGM 81 (41、40) 堺 俊晴 ワンウェイ 85 (42、43) 中村 源治 鷹 91 (46、45)

友部 宣之 富士笠間 77 (37、40) 大島 治 東千葉 81 (41、40) 蕪内 洋雄 水戸 85 (41、44) 134 牛尾 正勝 レイクウッド大多喜 93 (48、45)

13 矢野 塚春 鹿沼 78 (42、36) 栗原 宏之 扶桑 81 (41、40) 高田 武俊 中山 85 (41、44) 木島 侑二 房総 93 (47、46)

多田 稔 猿島 78 (41、37) 工藤 鈴夫 クリアビュー 81 (41、40) 古屋 博也 霞台 85 (40、45) 136 大井 直樹 京葉 94 (50、44)

得能 三郎 栃木 78 (41、37) 山田 保太郎 鷹之台 81 (40、41) 96 綿貫 敬三 キャスコ花葉 86 (44、42) 137 福田 克彦 レイクウッド大多喜 97 (52、45)

鈴木 陸郎 筑波 78 (40、38) 松崎 博彦 千葉新日本 81 (40、41) 松本 辰也 江戸崎 86 (44、42) 塩山 廣正 大平台 97 (49、48)

徳永 一充 龍ヶ崎 78 (40、38) 57 鮫島 恒男 船橋 82 (44、38) 川島 謙扶 新千葉 86 (44、42) 139 西村 淳助 東松山 101 (53、48)

土屋 博義 我孫子 78 (40、38) 杉山 利和 藤ヶ谷 82 (43、39) 山岸 勇幸 鷹之台 86 (43、43) 失格 阿久津 征一 袖ヶ浦

金澤 正幸 白帆 78 (39、39) 八方 秀友 入間 82 (43、39) 木村 儁典 霞台 86 (42、44) 失格 梶原 久義 八王子

横尾 博 オーク・ヒルズ 78 (38、40) 須貝 廣義 宇都宮 82 (42、40) 木村 泰造 扶桑 86 (42、44) 欠場 川村 興作 茨城

七島 正勝 JGM セベバレステロス 78 (38、40) 酒井 健二 江戸崎 82 (42、40) 吉岡 幸夫 茨城 86 (42、44) 欠場 大屋 洋佑 船橋

小澤 達 東京湾 78 (37、41) 井本 修平 桜 82 (42、40) 黒木 重昭 霞台 86 (42、44) 欠場 近藤 則道 東我孫子

23 福島 順信 江戸崎 79 (42、37) 安室 博明 ロイヤルスター 82 (42、40) 宮内 進 取手国際 86 (41、45) 欠場 高橋 孝一 大利根

河原 正雄 白帆 79 (41、38) 角南 道弘 中山 82 (41、41) 105 田中 實 キングフィールズ 87 (46、41) 欠場 鈴木 正治 府中

高橋 久雄 東松山 79 (41、38) 鈴木 道明 東我孫子 82 (40、42) 高田 幸夫 セゴビア 87 (45、42)

中山 照朗 都留 79 (40、39) 内山 孝宏 セントラル 82 (40、42) 樋口 薦 セゴビア 87 (45、42)

安島 大三 水戸グリーン 79 (40、39) 坂本 嘉山 嵐山 82 (40、42) 高橋 政彦 ロイヤルスター 87 (44、43)

中野 貞宜 東我孫子 79 (39、40) 朝日 正旗 佐原 82 (39、43) 清田 敏彦 江戸崎 87 (44、43)

見山 寛平 那須小川 79 (39、40) 69 中川 健一 入間 83 (44、39) 平澤 瑞雄 成田ハイツリー 87 (44、43)

滝山 清 水戸 79 (39、40) 石井 龍男 麻倉 83 (43、40) 尾崎 和夫 桜 87 (43、44)

野中 攻 江戸崎 79 (37、42) 細江 明浩 東千葉 83 (42、41) 真下 健弥 箱根 87 (43、44)

加藤 明 鎌ヶ谷 79 (37、42) 大縄 強 エーデルワイス 83 (42、41) 太田 英二 桜ヶ丘 87 (43、44)

33 佐藤 敏弘 富士笠間 80 (45、35) 近藤 長久 寄居 83 (42、41) 114 酒井 佐之 取手国際 88 (45、43)

秋谷 泰次 桜 80 (43、37) 藤原 利行 大利根 83 (41、42) 山口 清 アスレチック 88 (45、43)

浜島 照佳 鷹之台 80 (42、38) 仙田 晃司 水戸 83 (41、42) 檜垣 仁一 白鳳 88 (43、45)

諸橋 泰 東京 80 (41、39) 武野内 七郎 栗橋國際 83 (40、43) 青松 俊明 久邇 88 (43、45)

斎藤 征修 南摩城 80 (41、39) 河村 友正 龍ヶ崎 83 (40、43) 本橋 清次 中山 88 (43、45)

山田 勧 東千葉 80 (41、39) 78 金井 勝 佐原 84 (46、38) 山下 邦之 レインボーヒルズ 88 (42、46)

成毛 健二 霞台 80 (40、40) 八嶋 貞司 ザ・レイクス 84 (45、39) 120 井上 清明 かすみがうらOGM 89 (50、39)

似田 幹男 キングフィールズ 80 (39、41) 茂木 敏則 東我孫子 84 (45、39) 今川 安幸 茨城 89 (48、41)

平間 晴雄 鹿沼72 80 (38、42) 國井 孝志 東我孫子 84 (43、41) 大堀 博之 入間 89 (47、42)

4月14日(月)

平成26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

茨城ゴルフ倶楽部・東コース( 6088Yards   Par 72 )


