
会場：

期日：

エントリー： 141名

出場： 133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 安達 光宣 リバー富士 71 (36、35) 長船 正人 東名 78 (40、38) 今成 達之 チェックメイト 81 (38、43) 伊藤 公平 小田原･松田 89 (43、46)

2 大川 陽一郎 小田原･松田 72 (37、35) 佐藤 信 大秦野 78 (38、40) 吉田 章 戸塚 81 (38、43) 124 高橋 孝和 レインボー 90 (45、45)

加部 嗣男 東名 72 (36、36) 池田 信行 多摩 78 (38、40) 大貫 亨 長竹 81 (38、43) 東城 雅夫 日本海 90 (44、46)

岸野 俊一 大厚木 72 (36、36) 小泉 信和 白水 78 (37、41) 藤井 衛 津久井湖 81 (38、43) 126 相場 與志雄 中津川 91 (46、45)

西田 豊明 富士小山 72 (35、37) 平松 政次 アスレチックガーデン 78 (36、42) 86 中里 征二 東名厚木 82 (45、37) 127 石井 康夫 戸塚 93 (44、49)

6 加藤 昭 チェックメイト 73 (38、35) 46 米澤 秀治 ギャツビイ 79 (42、37) 関口 芳弘 我孫子 82 (42、40) 128 張 世誠 セントラル 97 (47、50)

藤城 悠 ディアレイク 73 (35、38) 野上 直彦 伊豆にらやま 79 (41、38) 中里 圭介 横浜 82 (41、41) 129 谷島 雅男 龍ヶ崎 98 (45、53)

8 大石 義數 相模原 74 (38、36) 石井 米二郎 中央都留 79 (41、38) 山下 一郎 チェックメイト 82 (41、41) 失格 柳澤 利明 イーグルポイント

島路 清惠 横浜 74 (36、38) 宮里 佑交 伊豆にらやま 79 (40、39) 平川 芳剛 伊豆にらやま 82 (41、41) 失格 谷 重次 境川

石井 重次 メイプルポイント 74 (35、39) 工藤 次郎 戸塚 79 (40、39) 野澤 元 富士チサン 82 (41、41) 棄権 志渡 忠昭 大厚木

11 山中 茂 戸塚 75 (39、36) 山中 通嗣 袖ヶ浦 79 (40、39) 内田 秀人 さいたま 82 (40、42) 棄権 石関 功 チェックメイト

横溝 建夫 秦野 75 (39、36) 玉垣 隆一 下田城 79 (39、40) 中田 俊雄 烏山城 82 (39、43) 欠場 内山 隆昭 伊豆にらやま

平戸 進二 清川 75 (38、37) 加藤 勲 相模原 79 (39、40) 山本 利次 真名 82 (38、44) 欠場 木庭 清 戸塚

幸田 精司 平塚富士見 75 (38、37) 小林 勇 鶴舞 79 (39、40) 95 谷 真 桜ヶ丘 83 (44、39) 欠場 竹内 正次 富士小山

河本 徳三朗 相模原 75 (38、37) 長谷川 勝 チェックメイト 79 (38、41) 笠原 啓二 チェックメイト 83 (42、41) 欠場 二亦 博 相模

大井 敏男 富士御殿場 75 (37、38) 竹永 和美 南総 79 (38、41) 尾藤 忠夫 さいたま 83 (41、42) 欠場 勝家 哲夫 穂高

藤原 豊信 富士小山 75 (37、38) 小野寺 伸次 小田原･松田 79 (38、41) 安藤 敏行 津久井湖 83 (41、42) 欠場 髙野 直人 平塚富士見

勇 吉和 金砂郷 75 (37、38) 原 繼雄 横浜 79 (37、42) 橋本 有康 箱根 83 (41、42) 欠場 土志田 誠治 府中

渡邉 憲治 富士宮 75 (37、38) 59 二瓶 久義 東京五日市 80 (43、37) 椎貝 満範 東京よみうり 83 (40、43) 欠場 篠崎 正一 清川

青山 喜美男 横浜 75 (37、38) 水上 富登 府中 80 (42、38) 由井 常道 大相模 83 (40、43)

長井 隆道 宍戸ヒルズ 75 (36、39) 中山 明 小田原･松田 80 (41、39) 端山 正明 大秦野 83 (39、44)

22 扇 徳男 富士箱根 76 (39、37) 小原 久仁視 穂高 80 (41、39) 北島 正一 武蔵 83 (39、44)

神山 逸志 戸塚 76 (39、37) 福井 寛隆 中山 80 (40、40) 104 長田 晃 戸塚 84 (42、42)

山田 隆持 戸塚 76 (39、37) 黒岩 一紘 府中 80 (40、40) 杉山 一幸 東富士 84 (41、43)

平野 洋一 大厚木 76 (38、38) 米山 福吉 富士小山 80 (40、40) 阿部 忠夫 チェックメイト 84 (40、44)

宮本 信行 富士宮 76 (38、38) 神田 律 富士小山 80 (40、40) 坂本 全布 大秦野 84 (38、46)

織田 良一 大利根 76 (34、42) 古田 宗俊 京 80 (38、42) 108 小野邉 和夫 チェックメイト 85 (43、42)

28 堂本 好壮 戸塚 77 (42、35) 高瀬 幸史郎 長太郎 80 (37、43) 石井 敏郎 津久井湖 85 (42、43)

森 静生 ギャツビイ 77 (39、38) 金井 修一 大相模 80 (37、43) 吉田 賢一 烏山城 85 (42、43)

明冨士 一郎 大厚木 77 (39、38) 織田 謙二 鷹之台 80 (36、44) 梨澤 六郎 セントラル 85 (41、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 71 黒澤 久雄 千葉 81 (43、38) 南部 正敬 紫 85 (41、44)

桧山 広道 芙蓉 77 (39、38) 竹島 長康 飯能グリーン 81 (41、40) 松元 正秀 エンゼル 85 (41、44)

北原 弘 伊豆にらやま 77 (38、39) 萩原 昭夫 大相模 81 (41、40) 114 工藤 博 千葉 86 (44、42)

木村 芳雄 埼玉国際 77 (38、39) 鈴木 秀樹 津久井湖 81 (41、40) 佐藤 満男 多摩 86 (42、44)

椎木 茂 富士小山 77 (37、40) 藤井 孝夫 成田ハイツリー 81 (41、40) 砂川 俊昭 多摩 86 (41、45)

筒井 勝利 新潟 77 (35、42) 小林 隆行 戸塚 81 (40、41) 117 小林 信三 多摩 87 (44、43)

36 小野塚 司 高山 78 (42、36) 森永 正隆 鷹之台 81 (40、41) 大日向 明 富士 87 (42、45)

工藤 定男 南富士 78 (41、37) 落合 義徳 小田原･松田 81 (39、42) 119 小西 隆昭 レインボー 88 (44、44)

石井 基雄 平塚富士見 78 (41、37) 森村 武夫 清川 81 (39、42) 大竹 和男 相模野 88 (42、46)

中見 憲政 成田ハイツリー 78 (40、38) 長谷川 菊夫 清川 81 (39、42) 121 小坂 譲 相模原 89 (46、43)

白井 旭 相模原 78 (40、38) 挽野 建夫 大厚木 81 (39、42) 小宮 康彦 相模原 89 (44、45)

8月29日(月)

関東ミッドシニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ　東コース( 6358Yards   Par 72 )


