
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 130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 林 三郎 茨城 72 (35、37) 阿部 孝信 日光 79 (40、39) 福島 静雄 鳩山 82 (40、42) 小張 知昭 武蔵 90 (44、46)

2 冨田 進 岡部チサン 73 (37、36) 小林 一三 リバー富士 79 (40、39) 83 椎名 康之 武蔵 83 (43、40) 古橋 正好 ノーザン錦ヶ原 90 (44、46)

3 伊藤 幸信 入間 74 (39、35) 田中 照美 エーデルワイス 79 (39、40) 小野 太佳司 寄居 83 (43、40) 125 森田 治夫 武蔵 93 (46、47)

木村 立児 嵐山 74 (38、36) 福澤 勇二 川越 79 (39、40) 永井 宏 相模野 83 (41、42) 126 荻田 健治 グレンオークス 105 (53、52)

吉澤 俊明 飯能 74 (38、36) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 79 (39、40) 原瀬 博利 さいたま梨花 83 (40、43) 127 原 勝義 小川 106 (54、52)

6 佐々木 徹 相模野 75 (40、35) 長浜 浄 相模野 79 (38、41) 木暮 朗 飯能くすの樹 83 (40、43) 失格 小曽根 和雄 赤城国際

小林 隆行 戸塚 75 (39、36) 井澤 一彦 桐生 79 (38、41) 若林 彰 リバー富士 83 (40、43) 失格 市川 清 小川

高山 薫 嵐山 75 (37、38) 吉田 清志 寄居 79 (38、41) 宮本 文昭 鳩山 83 (39、44) 失格 林 芙左一 鹿沼

上田 和永 成田ハイツリー 75 (37、38) 大熊 章夫 都賀 79 (38、41) 90 渡會 公士 川越 84 (45、39) 欠場 齊藤 隆男 取手国際

秋保 一孝 東松山 75 (37、38) 斉藤 裕一 鹿沼 79 (37、42) 木村 安政 猿島 84 (44、40) 欠場 松下 博 飯能

浅川 辰彦 武蔵 75 (37、38) 設楽 守廣 赤城国際 79 (37、42) 飯村 弘 越生 84 (44、40) 欠場 木庭 清 カナリヤガーデン

金田 昌富 筑波 75 (37、38) 大西 幸四郎 筑波 79 (37、42) 高橋 明宏 白水 84 (42、42) 欠場 明下 雅美 栃木ヶ丘

関口 茂 赤城国際 75 (37、38) 53 池田 正志 ブリック＆ウッド 80 (45、35) 梅澤 將明 越生 84 (42、42) 欠場 中山 透 ブリック＆ウッド

中島 雄一 越生 75 (36、39) 関谷 眞治 越生 80 (42、38) 伊坂 弘道 立川国際 84 (42、42) 欠場 町田 和敬 彩の森

金山 将 川越グリーン 75 (36、39) 東 政二 赤城 80 (42、38) 松本 裕 ユニオンエース 84 (41、43) 欠場 小石 陽一 相模野

市川 隆夫 赤城 75 (36、39) 小菅 滋朗 鳩山 80 (42、38) 97 秋元 宏之 鳩山 85 (48、37) 欠場 市川 巌 袖ヶ浦

17 小林 好司 飯能 76 (40、36) 勝家 哲夫 穂高 80 (41、39) 瀬木 能章 嵐山 85 (44、41) 欠場 金本 元章 取手国際

蓮実 伸彰 武蔵 76 (40、36) 大野 政利 鳩山 80 (40、40) 加茂野 新一 栃木ヶ丘 85 (44、41) 欠場 杉野 順一 栃木ヶ丘

竹村 昭雄 嵐山 76 (37、39) 比留間 基好 寄居 80 (40、40) 井上 達 飯能 85 (44、41) 欠場 山田 照雄 オリムピック

清水 重夫 茨城 76 (37、39) 塚越 亘 川越 80 (40、40) 森 保 ノーザン錦ヶ原 85 (44、41) 欠場 小峰 直行 高根

- 以 上、 予 選 通 過 － 杉山 直樹 赤城 80 (39、41) 箕輪 進 東京よみうり 85 (44、41) 欠場 砂山 武則 越生

小林 賢司 飯能グリーン 76 (36、40) 小野塚 司 十日町 80 (38、42) 三戸 敏嗣 GMG八王子 85 (43、42) 欠場 小沼 金一 岡部チサン

22 石川 紀彦 飯能 77 (41、36) 関口 哲明 寄居 80 (38、42) 森野 洋 鳩山 85 (41、44)

高橋 喜之 大相模 77 (40、37) 牧野 良一 児玉 80 (37、43) 半藤 良一 鳩山 85 (41、44)

大久保 慎也 さいたま梨花 77 (39、38) 65 安藤 功一 大相模 81 (43、38) 106 成田 正樹 嵐山 86 (44、42)

横田 浩 鳩山 77 (39、38) 笠原 正光 入間 81 (42、39) 大出 勝 越生 86 (44、42)

山本 昌邦 都賀 77 (38、39) 田中 孝之 武蔵 81 (42、39) 錦織 正己 越生 86 (43、43)

小島 好夫 飯能くすの樹 77 (37、40) 中根 俊幸 越生 81 (41、40) 西澤 健司 穂高 86 (43、43)

山本 順平 立川国際 77 (37、40) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 81 (41、40) 横山 佳和 東京よみうり 86 (43、43)

片柳 勇 栃木ヶ丘 77 (36、41) 小林 立夫 鳩山 81 (41、40) 五十嵐 辰雄 廣済堂埼玉 86 (42、44)

30 細野 博隆 皆川城 78 (41、37) 伊藤 隆二 東松山 81 (40、41) 小坂 譲 相模原 86 (39、47)

中山 忠良 飯能 78 (41、37) 土屋 健次 武蔵 81 (39、42) 113 田添 裕晶 相模野 87 (46、41)

照井 康平 武蔵 78 (41、37) 小谷野 希市 飯能 81 (39、42) 森下 治 岡部チサン 87 (42、45)

飯田 雅之 高根 78 (39、39) 74 板橋 理 東松山 82 (43、39) 清水 恵 上毛森林 87 (40、47)

山中 通嗣 袖ヶ浦 78 (39、39) 吉川 正憲 熊谷 82 (42、40) 116 海老原 昇 取手国際 88 (45、43)

小原 久仁視 穂高 78 (38、40) 波方 孝 越後 82 (42、40) 平林 輝夫 越生 88 (41、47)

曾田 茂 宍戸ヒルズ 78 (37、41) 榎本 暁彦 皆川城 82 (42、40) 118 石山 啓治 鳩山 89 (47、42)

大和田 康夫 草津 78 (36、42) 細沼 和秋 川越 82 (42、40) 錦織 啓市 栃木ヶ丘 89 (45、44)

38 金子 義一 越生 79 (41、38) 関根 久雄 ノーザン錦ヶ原 82 (42、40) 齋藤 純靖 ワンウェイ 89 (43、46)

和田 光司 嵐山 79 (41、38) 堀内 康宏 穂高 82 (41、41) 121 竹井 俊樹 ブリック＆ウッド 90 (47、43)

赤間 貴夫 岡部チサン 79 (40、39) 秋山 良一 武蔵 82 (41、41) 土方 達雄 飯能 90 (45、45)

6月30日(月)

平成26年度関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

飯能ゴルフクラブ( 6495Yards   Par 72 )


