
会場：

期日：
エントリー： 93名

出場： 86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

1 延田 政弘 成田ハイツリー 72 (35、37) 安井 勲 成田ハイツリー 82 (42、40) 82 佐々木 英樹 東我孫子 97 (47、50)

2 富田 文雄 茨城 73 (36、37) 桑島 次郎 成田ハイツリー 82 (41、41) 失格 岸 俊光 浦和

3 熊倉 將 ラインヒル 74 (38、36) 草野 俊正 ザ・レイクス 82 (40、42) 失格 茂木 敏則 東我孫子

4 遠藤 斌 南摩城 75 (39、36) 櫻木 博 金砂郷 82 (40、42) 棄権 村越 保 房総

鵜澤 和 東千葉 75 (39、36) 香坂 雅俊 サンレイク 82 (40、42) 棄権 野澤 浩 芳賀

杉本 薫 水戸グリーン 75 (37、38) 生井 孝司 芳賀 82 (39、43) 欠場 相川 博 武蔵

阿部 孝信 日光 75 (37、38) 47 長野 雄一郎 大洗 83 (44、39) 欠場 岩崎 征夫 大利根

8 栗原 宏之 扶桑 76 (39、37) 徳永 一充 龍ヶ崎 83 (42、41) 欠場 工藤 博 千葉

鈴木 由蔵 桜 76 (38、38) 高橋 久雄 東松山 83 (41、42) 欠場 高田 昭治 東名

相田 喜久夫 芳賀 76 (37、39) 原 篤 紫 83 (39、44) 欠場 奥澤 國男 龍ヶ崎

11 田葉 正信 龍ヶ崎 77 (39、38) 51 馬渕 博臣 麻生 84 (43、41) 欠場 穂積 五男 鎌ヶ谷

石田 俊男 扶桑 77 (38、39) 石井 修 スプリングフィルズ 84 (43、41) 欠場 橋本 有康 箱根

松山 信彦 セゴビア 77 (38、39) 藤原 豊信 富士小山 84 (41、43)

古庄 弘 東筑波 77 (37、40) 畔上 明日 石岡・ウエスト 84 (41、43)

小野 進 龍ヶ崎 77 (37、40) 高橋 和雄 皐月･佐野 84 (41、43)

河村 友正 龍ヶ崎 77 (37、40) 荒井 忠夫 クリアビュー 84 (41、43)

加藤 明 鎌ヶ谷 77 (36、41) 大和 昭光 船橋 84 (40、44)

18 大関 利男 千葉 78 (42、36) 58 工藤 定男 南富士 85 (45、40)

澁谷 重氏 新千葉 78 (41、37) 斉藤 竹夫 東ノ宮 85 (43、42)

北裏 富麿 東松山 78 (40、38) 小西 隆昭 レインボー 85 (43、42)

橋本 邦夫 茨城 78 (38、40) 曽根原 勉 東松山 85 (42、43)

倉持 義郎 石岡・ウエスト 78 (37、41) 阿部 武 相模原 85 (41、44)

23 江原 義夫 鷹 79 (40、39) 63 竹林 豊溥 茅ヶ崎 86 (44、42)

入野 康昭 水戸 79 (39、40) 南郷 茂伸 横浜 86 (43、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大森 健二 浅見 86 (40、46)

小塚 清 サニーフィールド 79 (39、40) 66 樋口 薦 セゴビア 87 (45、42)

保科 圭三 セントラル 79 (39、40) 浅田 孝 常陽 87 (41、46)

櫻本 實 JGM セベバレステロス 79 (39、40) 高橋 克彦 江戸崎 87 (40、47)

居石 春満 長太郎 79 (39、40) 69 塚原 岩雄 烏山城 88 (47、41)

原 繼雄 横浜 79 (39、40) 郡司 十三生 高萩 88 (45、43)

金子 秀人 矢板 79 (38、41) 71 木村 泰造 扶桑 89 (47、42)

31 由井 常道 大相模 80 (42、38) 真道 保美 レインボー 89 (47、42)

鈴木 泉 大洗 80 (38、42) 吉田 幹雄 総武 89 (46、43)

33 斉藤 征修 南摩城 81 (43、38) 遠藤 みつぎ 麻生 89 (44、45)

田口 操 麻生 81 (41、40) 及川 修 鷹 89 (43、46)

渡辺 誠 富士笠間 81 (40、41) 大塚 健二 ワンウェイ 89 (42、47)

田中 三男 佐原 81 (40、41) 77 鈴木 嘉憲 久邇 90 (43、47)

安永 哮一郎 大厚木 81 (40、41) 藤井 孝夫 成田ハイツリー 90 (43、47)

堀口 守 皐月･鹿沼 81 (40、41) 79 沢登 勝良 船橋 91 (46、45)

高田 幸夫 セゴビア 81 (38、43) 奥山 武彦 嵐山 91 (45、46)

40 寺田 素夫 JGM セベバレステロス 82 (44、38) 81 竹房 謙一 阿見 92 (47、45)

9月1日(月)

平成26年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

龍ヶ崎カントリー倶楽部( 6450Yards   Par 72 )
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