
会場：

期日：
エントリー： 144名

出場： 132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 福島 順信 江戸崎 74 (37、37) 白石 勇 総武 84 (39、45) 鈴木 晟夫 東京湾 88 (43、45) 関根 守夫 鷹之台 95 (43、52)

2 藤原 久美夫 本千葉 75 (36、39) 43 森塚 光彦 千葉夷隅 85 (44、41) 森永 正隆 鷹之台 88 (42、46) 124 西村 和雄 千葉夷隅 97 (48、49)

3 石田 俊男 扶桑 77 (37、40) - 以 上、 予 選 通 過 － 84 関口 芳弘 我孫子 89 (46、43) 田村 豊松 鶴舞 97 (47、50)

神村 種臣 藤ヶ谷 77 (36、41) 白鳥 宏司 袖ヶ浦 85 (43、42) 甲斐 利男 佐倉 89 (44、45) 126 三島 叡 霞台 98 (47、51)

5 斎藤 光男 東京湾 78 (39、39) 福島 忠雄 猿島 85 (42、43) 重光 進 太平洋・御殿場 89 (43、46) 香藤 繁常 鷹之台 98 (46、52)

6 櫻本 實 JGM セベバレステロス 79 (40、39) 石塚 大祐 ロイヤルスター 85 (42、43) 青木 守喬 戸塚 89 (43、46) 128 大島 治 東千葉 102 (48、54)

横尾 博 オーク・ヒルズ 79 (39、40) 村越 保 房総 85 (41、44) 長田 晃 戸塚 89 (43、46) 失格 輿石 正 東京湾

馬渕 博臣 麻生 79 (37、42) 平戸 進二 清川 85 (41、44) 木村 儁典 霞台 89 (42、47) 棄権 金子 正史 横浜

9 寺田 溥一 扶桑 80 (42、38) 安村 省二 京 85 (40、45) 相原 傳次 大利根 89 (41、48) 棄権 七島 正勝 JGM セベバレステロス

大関 利男 千葉 80 (40、40) 高橋 次男 成田東 85 (40、45) 村上 亘 鶴舞 89 (41、48) 棄権 角南 道弘 中山

三枝 節 藤ヶ谷 80 (39、41) 加瀬 健一郎 レインボーヒルズ 85 (40、45) 92 高田 武俊 中山 90 (46、44) 欠場 高橋 仁 マグレガー

伊藤 正幸 鎌ヶ谷 80 (39、41) 山中 茂 戸塚 85 (40、45) 高橋 政彦 ロイヤルスター 90 (45、45) 欠場 永井 四郎 レインボーヒルズ

石井 幹 千葉桜の里 80 (38、42) 川島 謙扶 新千葉 85 (39、46) 小澤 達 東京湾 90 (45、45) 欠場 大屋 洋佑 船橋

西山 靖彦 白鳳 80 (38、42) 横田 和彦 本千葉 85 (39、46) 浅田 孝 常陽 90 (44、46) 欠場 宮内 進 取手国際

15 神山 逸志 戸塚 81 (42、39) 原田 英治 船橋 85 (37、48) 塚原 岩雄 烏山城 90 (44、46) 欠場 福田 正資 千葉

土屋 貞雄 新千葉 81 (41、40) 56 布施 元章 本千葉 86 (43、43) 南郷 茂伸 横浜 90 (44、46) 欠場 菊池 浩 水戸

長野 雄一郎 大洗 81 (41、40) 高橋 克彦 江戸崎 86 (42、44) 高橋 孝一 大利根 90 (44、46) 欠場 森 文徳 成田ヒルズ

友部 宣之 富士笠間 81 (41、40) 藤原 重信 トーヨー 86 (42、44) 安藤 民義 本千葉 90 (42、48) 欠場 安井 勲 成田ハイツリー

松井 康夫 東名 81 (41、40) 中里 圭介 横浜 86 (42、44) 松浦 政興 上総モナーク 90 (42、48) 欠場 小林 勇 鶴舞

櫻井 延秋 新千葉 81 (39、42) 和田 弘義 成田ハイツリー 86 (41、45) 藤原 利行 大利根 90 (41、49) 欠場 黒澤 久雄 千葉

21 金田 昌富 筑波 82 (42、40) 池田 永徳 マグレガー 86 (41、45) 伊原 勇 総武 90 (40、50) 欠場 成田 賢二 大利根

小澤 敬博 東我孫子 82 (42、40) 横山 行雄 本千葉 86 (41、45) 石川 誠次 本千葉 90 (40、50) 欠場 間部 敏夫 茨城

綱島 公正 麻生 82 (42、40) 栗原 宏之 扶桑 86 (40、46) 104 酒井 佐之 取手国際 91 (46、45)

高田 忠夫 あさひヶ丘 82 (39、43) 鮫島 恒男 船橋 86 (40、46) 香坂 雅俊 サンレイク 91 (44、47)

安田 進 千葉新日本 82 (38、44) 冨田 昇 房総 86 (40、46) 中澤 和眞 東名 91 (43、48)

26 堀部 和正 千葉夷隅 83 (41、42) 蜂谷 英夫 鷹之台 86 (40、46) 浜島 照佳 鷹之台 91 (43、48)

竹岡 和彦 那須 83 (41、42) 67 酒井 健二 江戸崎 87 (44、43) 橋本 年且 水戸 91 (43、48)

秋谷 泰次 桜 83 (40、43) 加藤 明 鎌ヶ谷 87 (44、43) 109 田辺 庄司 麻生 92 (45、47)

野澤 元 富士チサン 83 (40、43) 根本 太濤 水戸 87 (43、44) 二宮 正浩 JGM セベバレステロス 92 (45、47)

新村 ヨシオ 千葉 83 (39、44) 寺田 素夫 JGM セベバレステロス 87 (42、45) 東 博 千葉桜の里 92 (44、48)

澁谷 重氏 新千葉 83 (39、44) 志田 宜勇 かずさ 87 (42、45) 112 中山 幸弘 茨城 93 (47、46)

安室 博明 ロイヤルスター 83 (38、45) 渡辺 和喜 船橋 87 (42、45) 猪股 延吉 鷹之台 93 (44、49)

33 山田 保太郎 鷹之台 84 (42、42) 梨澤 六郎 セントラル 87 (42、45) 114 猪野 洋 龍ヶ崎 94 (50、44)

大山 四郎 新千葉 84 (42、42) 金子 治郎 富士笠間 87 (41、46) 荒井 忠夫 クリアビュー 94 (47、47)

松村 善弘 木更津 84 (42、42) 粕谷 俊一 鷹之台 87 (39、48) 渡辺 昇 千葉夷隅 94 (46、48)

丸 善治 館山 84 (42、42) 杉山 利和 藤ヶ谷 87 (39、48) 内山 孝宏 セントラル 94 (44、50)

金澤 正幸 白帆 84 (41、43) 77 吽野 岩男 源氏山 88 (45、43) 池田 正和 横浜 94 (44、50)

田中 衛 源氏山 84 (41、43) 田中 菊雄 東京よみうり 88 (45、43) 木村 泰造 扶桑 94 (43、51)

石井 禧亘 JGM セベバレステロス 84 (40、44) 山本 利次 真名 88 (44、44) 120 飯高 和雄 江戸崎 95 (47、48)

菅野 康史 山田 84 (40、44) 荒木 伸朋 太平洋・佐野ヒルクレスト 88 (43、45) 檜垣 仁一 白鳳 95 (47、48)

井草 義彦 アスレチックガーデン 84 (39、45) 三澤 秀行 麻生 88 (43、45) 岡田 洋 京 95 (44、51)

4月24日(月)

平成29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

本千葉カントリークラブ　西・東コース( 6161Yards   Par 72 )
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