
会場：

期日：

エントリー： 160名

出場： 157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 平山 康則 立川国際 67 (32、35) 富澤 良二 東京五日市 78 (39、39) 高島 勝広 武蔵 80 (37、43) 八木 秀夫 立科 86 (44、42)

2 木村 利治 水戸グリーン 68 (33、35) 土屋 敏明 浦和 78 (38、40) 春名 和彦 上野原 80 (37、43) 萩原 篤博 箱根 86 (43、43)

山中 秀一 青梅 68 (33、35) 小林 明治 ユニオンエース 78 (37、41) 84 武田 元亨 さいたま 81 (44、37) 鶴之園 基一 美里 86 (43、43)

4 神戸 誠 太田双葉 69 (35、34) 44 大久保 訓 浦和 79 (41、38) 川原 和哉 府中 81 (42、39) 水谷 薫 浜野 86 (43、43)

5 鈴木 克彦 東名厚木 71 (37、34) 中村 哲也 飯能グリーン 79 (41、38) 荻島 富雄 武蔵野 81 (41、40) 久保田 俊昭 立川国際 86 (42、44)

小澤 富男 白水 71 (35、36) 相馬 聡夫 茨城 79 (41、38) 土志田 誠治 府中 81 (41、40) 128 亀井 俊文 さいたま 87 (44、43)

7 田村 敏明 小千谷 72 (36、36) 渡邊 康博 武蔵 79 (41、38) 佐藤 充 さいたま 81 (41、40) 片山 正 上野原 87 (43、44)

8 金丸 保 廣済堂埼玉 73 (38、35) 義山 鐘立 立川国際 79 (41、38) 三宮 勇雄 柏崎 81 (41、40) 大原 一浩 富士小山 87 (43、44)

田中 康文 青梅 73 (37、36) 永田 剛士 富士宮 79 (40、39) 北村 和秋 石地シーサイド 81 (41、40) 131 中原 剛 東京国際 88 (45、43)

細野 敏彦 武蔵野 73 (36、37) 込谷 久雄 東京五日市 79 (40、39) 清水 義之 埼玉国際 81 (39、42) 菊田 一夫 GMG八王子 88 (44、44)

近藤 雅英 相模湖 73 (36、37) 榎本 幸和 オリムピック 79 (40、39) 青木 一夫 津久井湖 81 (39、42) 野村 孝一 高麗川 88 (44、44)

辻 啓一 嵐山 73 (36、37) 中田 俊雄 烏山城 79 (40、39) 本藤 利一 日高 81 (39、42) 半田 明 東京五日市 88 (43、45)

神 羊二 ノーザン錦ヶ原 73 (35、38) 原田 建実 日本海 79 (40、39) 幸田 明 中峰 81 (39、42) 内田 秀人 さいたま 88 (42、46)

14 菅井 雅之 嵐山 74 (36、38) 宇佐見 則男 高根 79 (39、40) 小嶋 敬一 青梅 81 (38、43) 星野 正治 武蔵野 88 (39、49)

森 一郎 武蔵 74 (35、39) 関根 克己 武蔵野 79 (39、40) 小川 敬雄 武蔵 81 (37、44) 137 鈴木 直人 上野原 89 (46、43)

16 阿部 逸朗 日高 75 (38、37) 小野里 篤男 レーサム 79 (39、40) 立石 源治 東名厚木 81 (37、44) 秋葉 繁樹 長瀞 89 (45、44)

關橋 光一 飯能グリーン 75 (38、37) 内田 裕 美里 79 (39、40) 98 水上 富登 府中 82 (42、40) 橋本 半兵衛 東京 89 (44、45)

指田 博 多摩 75 (38、37) 中島 幸和 伊香保 79 (38、41) 上甲 惠雄 青梅 82 (41、41) 杉山 俊一 日高 89 (43、46)

大賀 喜夫 高麗川 75 (37、38) 森本 喜代治 埼玉国際 79 (38、41) 櫻井 通有 岡部チサン 82 (40、42) 長尾 博文 青梅 89 (42、47)

20 高橋 徹 東松山 76 (39、37) 田村 昌三 府中 79 (37、42) 川端 和憲 小千谷 82 (40、42) 米口 雄作 青梅 89 (41、48)

西 悦男 青梅 76 (39、37) 東 良之 日本 79 (37、42) 荘 忠明 関越ハイランド 82 (40、42) 143 戸高 明人 青梅 90 (46、44)

下城 秀元 太田双葉 76 (39、37) 原 房孝 さいたま 79 (37、42) 森島 宏之 狭山 82 (40、42) 金子 茂行 埼玉国際 90 (42、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 白浜 茂靖 オリムピック 79 (37、42) 高橋 是光 サンヒルズ 82 (39、43) 145 松井 義明 日高 94 (46、48)

深井 修次 長岡 76 (39、37) 64 内田 圭信 武蔵野 80 (43、37) 105 飯塚 忠夫 埼玉国際 83 (42、41) 長野 秀 オリムピック 94 (41、53)

金井 正善 太田双葉 76 (38、38) 牧谷 秀昭 相模原 80 (42、38) 田中 一郎 メイプルポイント 83 (41、42) 147 伊野 隆信 上野原 95 (49、46)

清水 俊充 サンヒルズ 76 (37、39) 大沢 康宏 太田双葉 80 (42、38) 伊藤 耕一 河口湖 83 (41、42) 148 後藤 芳幸 都 98 (45、53)

増田 俊也 取手国際 76 (37、39) 馬場 康次 武蔵野 80 (40、40) 大野 一男 廣済堂埼玉 83 (41、42) 失格 菊地 照巳 武蔵野

矢島 茂 鴻巣 76 (36、40) 磯崎 守良 南摩城 80 (40、40) 津村 信彦 八王子 83 (40、43) 失格 横田 雅一 妙高サンシャイン

棚橋 昭彦 GMG八王子 76 (36、40) 青木 基秀 日高 80 (40、40) 我妻 文男 東京 83 (39、44) 失格 飯塚 勝 レーサム

永井 英輔 東京国際 76 (36、40) 三上 修平 エーデルワイス 80 (40、40) 111 高橋 克己 武蔵野 84 (44、40) 棄権 小山田 壮権 日高

30 竹平 卓生 東名厚木 77 (40、37) 笠井 誠 石坂 80 (40、40) 和田 忠明 東松山 84 (43、41) 棄権 田中 良彦 龍ヶ崎

犬飼 修三 鳩山 77 (40、37) 河田 育雄 太田双葉 80 (39、41) 折田 皓二 青梅 84 (43、41) 棄権 飯泉 秀夫 玉造

齋藤 元志郎 真名 77 (39、38) 布施 勝章 高根 80 (39、41) 呉屋 朝幸 青梅 84 (42、42) 棄権 小川 準一 埼玉国際

嶋田 憲人 青梅 77 (39、38) 三ツ木 隆之 東京五日市 80 (39、41) 篠塚 和彦 武蔵野 84 (42、42) 棄権 上村 岩男 越生

宇佐美 正仁 龍ヶ崎 77 (38、39) 白石 博 高根 80 (39、41) 山口 雅行 オリムピック 84 (42、42) 棄権 林 靖浩 武蔵

高尾 康平 常陽 77 (37、40) 徳世 忠司 岡部チサン 80 (39、41) 吉田 賢一 烏山城 84 (42、42) 欠場 清水 勲 レーサム

36 安達 光宣 リバー富士 78 (42、36) 小林 正剛 府中 80 (38、42) 金子 重夫 日高 84 (41、43) 欠場 中林 敏夫 GMG八王子

小豆野 修 オリムピック 78 (41、37) 伊藤 佐一 日高 80 (38、42) 119 高橋 亨 伊香保 85 (44、41) 欠場 今野 宗雄 皐月･鹿沼

片野 誠一 青梅 78 (41、37) 佐野 高志 嵐山 80 (38、42) 鳥居 勇 東京五日市 85 (42、43)

澤村 治道 日高 78 (40、38) 阿藤 晋一郎 都留 80 (38、42) 梅田 佳孝 府中 85 (41、44)

広井 智一 廣済堂埼玉 78 (39、39) 天田 春男 埼玉国際 80 (38、42) 122 芦田 昇 東京五日市 86 (44、42)

7月1日(火)

平成26年度関東シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

青梅ゴルフ倶楽部　東・西コース( 6538Yards   Par 72 )


