
会場：

期日：

エントリー： 69名

出場： 65名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 加藤 昌弘 青梅 71 (36、35) 41 吉田 定男 大平台 82 (42、40)

三塚 胤紀 鴻巣 71 (35、36) 菊池 宗雄 伊香保 82 (42、40)

3 江口 久勝 ゴルフ5・かさまフォレスト 72 (38、34) 石田 俊男 扶桑 82 (41、41)

4 生居 慎司 日本海 73 (37、36) 安藤 誠 皐月･鹿沼 82 (41、41)

5 寺村 義美 千葉 74 (36、38) 横尾 博 オーク・ヒルズ 82 (40、42)

6 駒場 武志 那須伊王野 75 (40、35) 46 串田 怜 GMG八王子 83 (44、39)

今井 和弘 日光 75 (38、37) 竹原 政男 嵐山 83 (42、41)

池田 晃 千成 75 (38、37) 関口 実 長瀞 83 (42、41)

湯田 勝雄 鴻巣 75 (37、38) 石塚 照久 サンレイク 83 (42、41)

天野 和則 鴻巣 75 (37、38) 木村 泰造 扶桑 83 (41、42)

町田 元一 勝浦 75 (37、38) 伊藤 昇 GMG八王子 83 (41、42)

小池 健久 越生 75 (37、38) 52 武井 俊雄 栗橋國際 84 (44、40)

寺田 溥一 扶桑 75 (36、39) 菊地 政雄 ノーザン錦ヶ原 84 (42、42)

14 市川 隆夫 石坂 76 (39、37) 54 小西 宗正 小川 85 (43、42)

林 三郎 茨城 76 (38、38) 荒井 忠夫 クリアビュー 85 (43、42)

16 荻野 勉 東松苑 77 (41、36) 56 明下 雅美 栃木ヶ丘 86 (46、40)

佐久間 紀明 あさひヶ丘 77 (40、37) 東城 雅夫 日本海 86 (45、41)

新田 鐘大 妙高 77 (40、37) 奈良 知美雄 あさひヶ丘 86 (42、44)

工藤 利明 埼玉国際 77 (39、38) 59 新田 元大 石坂 87 (46、41)

谷高 善久 鴻巣 77 (39、38) 生田目 義臣 金砂郷 87 (45、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 61 堺 厚次 あさひヶ丘 88 (45、43)

矢野 塚春 鹿沼 77 (36、41) 62 井上 勇 大利根 89 (49、40)

22 山本 章 リバーサイドフェニックス 78 (43、35) 63 中島 芳幸 サンレイク 92 (46、46)

板橋 理 東松山 78 (40、38) 64 大島 治 東千葉 94 (47、47)

樺澤 俊和 鴻巣 78 (39、39) 棄権 高山 薫 嵐山

髙橋 誠 藤岡 78 (38、40) 欠場 相原 傳次 大利根

26 栗原 宏之 扶桑 79 (40、39) 欠場 小熊 秀雄 鴻巣

田村 利光 皐月･鹿沼 79 (39、40) 欠場 金田 昌富 筑波

成田 賢二 大利根 79 (39、40) 欠場 清水 卓馬 狭山

29 生形 雅美 あさひヶ丘 80 (44、36)

西村 邦夫 石坂 80 (43、37)

塚原 岩雄 烏山城 80 (43、37)

大場 宣明 矢板 80 (42、38)

星野 正治 武蔵野 80 (41、39)

加藤 正 大平台 80 (41、39)

室町 明 鴻巣 80 (40、40)

相田 喜久夫 芳賀 80 (40、40)

高橋 和雄 皐月･佐野 80 (40、40)

飯嶋 伸明 筑波 80 (39、41)

坂本 昭一 那須伊王野 80 (39、41)

40 高橋 紘二郎 飯能 81 (42、39)

4月19日(金)

2019年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

鴻巣カントリークラブ( 6082Yards   Par 72 )


