
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 140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 寺村 義美 スプリングフィルズ 73 (35、38) 秋元 真一 ディアレイク 80 (38、42) 相澤 東 つくばね 83 (40、43) 横田 正夫 浦和 89 (45、44)

2 半沢 秀幸 富士笠間 76 (40、36) 42 美濃村 和男 龍ヶ崎 81 (42、39) 83 藤方 修三 霞台 84 (44、40) 橋本 稔 ザ・レイクス 89 (43、46)

大須賀 和博 千葉 76 (39、37) 大木 敏夫 龍ヶ崎 81 (41、40) 工藤 博 千葉 84 (43、41) 125 樺澤 俊和 鴻巣 90 (45、45)

海老原 寿人 我孫子 76 (38、38) 田葉 正信 龍ヶ崎 81 (41、40) 佐藤 寿男 東我孫子 84 (43、41) 安原 宣夫 浦和 90 (45、45)

鈴木 正一郎 龍ヶ崎 76 (37、39) 奥澤 國男 龍ヶ崎 81 (41、40) 橋谷田 惠二 霞台 84 (43、41) 岡 靖久 セゴビア 90 (44、46)

花ヶ崎 一男 静ヒルズ 76 (36、40) 戸祭 康夫 日光 81 (41、40) 山崎 道孝 鶴 84 (42、42) 橋本 智行 クリアビュー 90 (44、46)

7 遠藤 斌 南摩城 77 (41、36) 栗原 宏之 扶桑 81 (40、41) 齊藤 隆男 取手国際 84 (42、42) 金井 文和 霞台 90 (43、47)

小野 進 龍ヶ崎 77 (40、37) 小松崎 尊久 常陽 81 (40、41) 小野里 篤雄 レーサム 84 (41、43) 130 奥土居 淳 猿島 91 (48、43)

伊藤 司 セントラル 77 (38、39) 前田 知憲 イーグルポイント 81 (39、42) 野口 信雄 ザ・竜ヶ崎 84 (41、43) 篠塚 和彦 武蔵野 91 (47、44)

小西 治幸 総武 77 (38、39) 平野 岳史 イーグルポイント 81 (39、42) 室谷 光章 クリアビュー 84 (39、45) 132 高橋 秀成 千葉 92 (44、48)

浮ケ谷 信夫 総武 77 (38、39) 橋本 哲夫 総武 81 (39、42) 小野塚 惠治 山田 84 (38、46) 133 立原 宏一 セントラル 93 (48、45)

石原 裕士 東千葉 77 (38、39) 深澤 潔 セゴビア 81 (39、42) 93 宇佐美 正仁 龍ヶ崎 85 (44、41) 134 奥手 清孝 筑波 94 (48、46)

山崎 一雄 桜 77 (37、40) 大久保 訓 嵐山 81 (38、43) 鈴木 義博 龍ヶ崎 85 (44、41) 原 篤 紫 94 (45、49)

出山 泰弘 水戸グリーン 77 (37、40) 54 宮本 雄司 龍ヶ崎 82 (43、39) 柳澤 利明 イーグルポイント 85 (42、43) 136 笹本 正次 セントラル 98 (50、48)

15 杉本 薫 水戸グリーン 78 (41、37) 大津 秀男 富士笠間 82 (43、39) 96 町田 信征 江戸崎 86 (46、40) 失格 佐々木 厚史 クリアビュー

木村 裕亮 セントラル 78 (40、38) 山本 博英 常陽 82 (43、39) 前田 信吾 中山 86 (46、40) 失格 川口 勝弘 袖ヶ浦

石井 誠 鶴 78 (39、39) 染野 光弘 マナ 82 (42、40) 水津 登 扶桑 86 (45、41) 棄権 冨永 勝 総武

塚原 浩 霞台 78 (39、39) 池田 倫彦 クリアビュー 82 (41、41) 井上 久夫 霞台 86 (45、41) 棄権 矢田 弘 龍ヶ崎

陶 章司 常陽 78 (38、40) 王月 勇 我孫子 82 (41、41) 浅田 孝 常陽 86 (45、41) 欠場 伊藤 義雄 千葉

- 以 上、 予 選 通 過 － 宇田 和幸 芳賀 82 (41、41) 新倉 正明 千葉 86 (44、42) 欠場 木村 茂 中山

20 大久保 政行 ザ・レイクス 79 (42、37) 斉藤 輝雄 千葉 82 (41、41) 椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド 86 (43、43) 欠場 吉田 義美 藤ヶ谷

長尾 福治郎 成田GC 79 (41、38) 榎本 暁彦 皆川城 82 (41、41) 牧野 幸之助 カレドニアン 86 (43、43) 欠場 高島 吉童 スプリングフィルズ

市原 澄彦 イーグルポイント 79 (40、39) 渡邉 宏 スプリングフィルズ 82 (40、42) 中野 五雄 浦和 86 (42、44)

磯岡 真吾 静ヒルズ 79 (40、39) 安富 秀樹 総武 82 (40、42) 大井 雅敏 霞台 86 (42、44)

白井 健司 水戸 79 (39、40) 矢作 定雄 我孫子 82 (40、42) 山口 茂夫 美浦 86 (42、44)

望月 泰廣 芳賀 79 (39、40) 加藤 道雄 鶴 82 (40、42) 坂入 光 大利根 86 (41、45)

森戸 友一郎 富士笠間 79 (39、40) 三村 正毅 水戸グリーン 82 (40、42) 108 渡辺 誠 富士笠間 87 (45、42)

染谷 建也 大利根 79 (37、42) 高野 敏治 扶桑 82 (40、42) 大関 孝 ニッソー 87 (43、44)

28 瀬戸 信昭 鷹之台 80 (42、38) 海老原 克守 ニッソー 82 (40、42) 岡田 順一 東松山 87 (43、44)

高野 健 つくばね 80 (42、38) 内山 訓治 船橋 82 (39、43) 古性 利之 常陽 87 (43、44)

北裏 富麿 東松山 80 (41、39) 菅野 義浩 東松山 82 (38、44) 酒寄 浩 つくばね 87 (42、45)

野口 勇 クリアビュー 80 (41、39) 72 中村 哲也 越生 83 (43、40) 久保田 充 我孫子 87 (42、45)

舘野 章 芳賀 80 (41、39) 橋本 要 ザ・竜ヶ崎 83 (43、40) 南 博 クリアビュー 87 (41、46)

石原 紀一 総武 80 (40、40) 額賀 義朗 船橋 83 (41、42) 八木 和男 藤ヶ谷 87 (40、47)

中村 守 水戸グリーン 80 (40、40) 仁平 克弥 東筑波 83 (41、42) 116 浅野 博司 浦和 88 (44、44)

宇田川 光男 常陽 80 (40、40) 長谷川 克巳 富士笠間 83 (41、42) 中村 敬一 嵐山 88 (44、44)

村上 拓也 セゴビア 80 (40、40) 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 83 (41、42) 冨田 昇 房総 88 (44、44)

石倉 真成 中山 80 (40、40) 瀧澤 光雄 我孫子 83 (41、42) 濱部 浩一 クリアビュー 88 (43、45)

細野 博隆 皆川城 80 (39、41) 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 83 (40、43) 岸 俊光 浦和 88 (42、46)

髙橋 薫 ザ・竜ヶ崎 80 (38、42) 山下 勝紀 扶桑 83 (40、43) 121 脇田 三郎 千葉 89 (46、43)

富田 文雄 茨城 80 (38、42) 鈴木 由蔵 桜 83 (40、43) 森岡 誠 常陽 89 (45、44)

6月27日(月)

平成28年度関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

龍ヶ崎カントリー倶楽部 ( 6554Yards   Par 72 )


