
会場：

期日：
エントリー： 128名

出場： 123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 若田 直樹 桜 72 (34、38) - 以 上、 予 選 通 過 － 野口 譲 入間 86 (44、42) 失格 西沢 五郎 エンゼル

2 金丸 保 ザ ナショナル・埼玉 74 (37、37) 42 斉藤 征修 南摩城 83 (43、40) 竹澤 孝 ツインレイクス 86 (44、42) 欠場 山中 義衛 浦和

3 安藤 謙治 八王子 75 (35、40) 成田 賢二 大利根 83 (42、41) 高橋 孝一 大利根 86 (43、43) 欠場 今泉 勝美 秋山

4 加藤 昌弘 鳩山 76 (39、37) 滝沢 信夫 草津 83 (42、41) 山本 法光 GMG八王子 86 (42、44) 欠場 和田 孝弌 湯河原

5 小久保 武夫 小川 77 (40、37) 平間 晴雄 鹿沼72 83 (42、41) 高橋 正次 霞台 86 (42、44) 欠場 佐藤 利勝 赤城

吉原 晴夫 川越 77 (40、37) 吉田 幹夫 東京五日市 83 (42、41) 金井 勝 佐原 86 (42、44) 欠場 米口 雄作 青梅

新津 淳 日光 77 (39、38) 渡辺 善一 相模湖 83 (41、42) 山本 章 リバーサイドフェニックス 86 (40、46)

植田 耕作 森林公園 77 (38、39) 岡田 恵司 浦和 83 (40、43) 蓮見 達男 大相模 86 (39、47)

宮下 邦一 小川 77 (38、39) 三島 叡 霞台 83 (39、44) 中山 照朗 都留 86 (39、47)

荻島 富雄 武蔵野 77 (37、40) 50 浜中 伸夫 立川国際 84 (43、41) 91 大木 祥三 東京五日市 87 (44、43)

渡邊 貞正 神奈川 77 (36、41) 船橋 達夫 GMG八王子 84 (42、42) 横山 勝紀 中央都留 87 (43、44)

竹村 昭雄 嵐山 77 (36、41) 金子 治郎 富士笠間 84 (42、42) 増田 益廣 栃木 87 (43、44)

13 工藤 利明 埼玉国際 78 (40、38) 吉田 賢一 烏山城 84 (41、43) 半田 明 東京五日市 87 (43、44)

池本 昭文 藤岡 78 (39、39) 安藤 誠 皐月･鹿沼 84 (41、43) 池田 敏則 武蔵松山 87 (43、44)

江原 義夫 鷹 78 (36、42) 渡邉 千洋 神奈川 84 (41、43) 堺 厚次 あさひヶ丘 87 (42、45)

16 山田 耕市 太田双葉 79 (40、39) 藤本 譽 姉ヶ崎 84 (41、43) 富永 康輔 東京国際 87 (42、45)

高野 弘 ラインヒル 79 (39、40) 松本 勝治 諏訪レイクヒル 84 (41、43) 98 大森 健二 浅見 88 (44、44)

板橋 理 東松山 79 (39、40) 竹島 長康 飯能グリーン 84 (41、43) 大久保 蕃 桜ヶ丘 88 (44、44)

福島 克彦 クリスタル 79 (38、41) 関谷 良明 飯能グリーン 84 (41、43) 西村 淳助 東松山 88 (43、45)

石井 富夫 さいたま 79 (38、41) 樅山 和由 武蔵松山 84 (41、43) 増田 勝治 立川国際 88 (41、47)

友部 宣之 富士笠間 79 (38、41) 坂寄 忠司 ノーザン錦ヶ原 84 (40、44) 内藤 忠勝 岡部チサン 88 (40、48)

22 兼松 忠 寄居 80 (40、40) 山崎 敏夫 メイプルポイント 84 (40、44) 久田 寿男 武蔵 88 (40、48)

吉川 幸男 川越 80 (40、40) 星野 正治 武蔵野 84 (40、44) 104 中澤 治重 青梅 89 (44、45)

指田 博 多摩 80 (39、41) 辻 博康 ザ・レイクス 84 (40、44) 105 猪股 延吉 鷹之台 90 (44、46)

吉田 武夫 ツインレイクス 80 (39、41) 木村 芳雄 埼玉国際 84 (39、45) 106 太田 英二 桜ヶ丘 91 (46、45)

芦田 昇 東京五日市 80 (38、42) 66 筒井 勝利 新潟 85 (44、41) 脇田 三郎 千葉 91 (45、46)

27 田中 菊雄 東京よみうり 81 (41、40) 蕪木 忠捷 川越 85 (43、42) 松井 義明 日高 91 (42、49)

竹森 繁利 寄居 81 (41、40) 根本 太濤 水戸 85 (43、42) 高橋 正則 八王子 91 (39、52)

長谷 正道 東京五日市 81 (41、40) 櫻本 實 JGM セベバレステロス 85 (43、42) 110 牧野 孝 飯能グリーン 92 (46、46)

込谷 久雄 東京五日市 81 (40、41) 髙橋 誠 藤岡 85 (42、43) 福田 勇 岡部チサン 92 (45、47)

兼田 克彦 立川国際 81 (40、41) 村 武史 桜ヶ丘 85 (42、43) 榊原 義夫 セゴビア 92 (45、47)

高橋 久雄 東松山 81 (38、43) 三栖 賢治 入間 85 (42、43) 小林 信三 多摩 92 (44、48)

高橋 紘二郎 飯能 81 (37、44) 滝山 清 水戸 85 (42、43) 114 大縄 強 エーデルワイス 93 (47、46)

田村 昇二 小川 81 (37、44) 八方 秀友 入間 85 (42、43) 115 中丸 正弘 東我孫子 94 (47、47)

35 高木 克巳 青梅 82 (42、40) 武藤 力夫 飯能グリーン 85 (42、43) 檜垣 仁一 白鳳 94 (44、50)

増田 收 大相模 82 (41、41) 加藤 賢 藤岡 85 (42、43) 大堀 博之 入間 94 (44、50)

後藤 守 飯能 82 (41、41) 梶原 久義 八王子 85 (41、44) 118 栄井 國雄 玉川 96 (45、51)

得能 三郎 栃木 82 (41、41) 青木 勇 武蔵松山 85 (40、45) 119 横矢 誠治 平成倶楽部鉢形城 98 (53、45)

小川 友一 武蔵野 82 (41、41) 室町 明 鴻巣 85 (40、45) 120 林 善治 房総 99 (49、50)

谷 猛夫 東松山 82 (38、44) 岩崎 征夫 大利根 85 (40、45) 121 吉田 守 日高 103 (46、57)

伊藤 昇 GMG八王子 82 (38、44) 81 杉山 俊一 日高 86 (45、41) 失格 尾関 達昭 鴻巣

4月20日(水)

平成28年度関東グランドシニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

東京五日市カントリー倶楽部　西・南コース( 5852Yards   Par 72 )
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