
会場：

期日：

エントリー： 116名

出場： 107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

1 岡野 智弘 石岡 72 (37、35) 小松崎 真 鶴 79 (37、42) 黒崎 宗 宇都宮 85 (43、42)

吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 72 (35、37) 鈴木 昇 ザ・レイクス 79 (37、42) 佐藤 広正 ディアレイク 85 (43、42)

3 歌川 康広 鹿沼 74 (39、35) 榎並 雪彦 草津 79 (37、42) 齋藤 幹夫 日光 85 (42、43)

渡辺 勝秀 烏山城 74 (37、37) 44 會田 茂 宍戸ヒルズ 80 (41、39) 近藤 昭二 富士笠間 85 (42、43)

野口 政夫 佐野 74 (37、37) 岡村 一八 長太郎 80 (41、39) 86 入江 芳史 小山 86 (45、41)

永井 孝之 芳賀 74 (36、38) 緒方 忠昭 龍ヶ崎 80 (41、39) 河野 光宏 太田双葉 86 (44、42)

7 村上 拓也 セゴビア 75 (39、36) 関 健樹 つくばね 80 (40、40) 相原 康弘 平塚富士見 86 (44、42)

松島 登紀夫 唐沢 75 (39、36) 堀 徹 上田丸子グランヴィリオ 80 (40、40) 実成 俊也 総武 86 (43、43)

中島 正春 皐月･佐野 75 (37、38) 高橋 勲 茨城 80 (39、41) 90 石井 誠 鶴 87 (45、42)

10 橋本 和男 皐月･佐野 76 (40、36) 小野 進 龍ヶ崎 80 (39、41) 広沢 伸吾 皐月･佐野 87 (44、43)

吉川 正憲 熊谷 76 (39、37) 舟岡 誠 アローエース 80 (36、44) 伊藤 隆二 東松山 87 (44、43)

今井 亘 香取 76 (39、37) 52 長谷川 克巳 岩瀬桜川 81 (42、39) 93 堀 正樹 太田双葉 88 (46、42)

和泉 一夫 皐月･佐野 76 (38、38) 相田 喜久夫 芳賀 81 (41、40) 牧野 寛 鹿沼 88 (45、43)

柏木 豪 ニュー・セントアンドリュース 76 (38、38) 岡田 明良 ニュー・セントアンドリュース 81 (41、40) 坂内 義之 栃木ヶ丘 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 遠藤 斌 南摩城 81 (40、41) 大橋 一弘 栃木ヶ丘 88 (41、47)

中田 一豊 宇都宮 76 (37、39) 櫻井 敦 鹿沼 81 (40、41) 北島 雅彦 サンヒルズ 88 (41、47)

16 戸祭 康夫 日光 77 (42、35) 添田 修司 矢板 81 (38、43) 98 山本 昌邦 都賀 90 (47、43)

長谷川 仁 猿島 77 (41、36) 58 柴田 博文 ザ・レイクス 82 (44、38) 川那子 弘己 石岡 90 (44、46)

相澤 久之 唐沢 77 (40、37) 大輪 広明 水戸グリーン 82 (43、39) 森山 雄介 宍戸ヒルズ 90 (43、47)

海老原 好央 富士笠間 77 (40、37) 酒寄 浩 つくばね 82 (43、39) 101 小嶋 輝男 富士笠間 91 (47、44)

加藤 睦夫 東松山 77 (39、38) 中山 秀之 水戸 82 (42、40) 井上 雅裕 緑野 91 (45、46)

浅川 辰彦 武蔵 77 (39、38) 富澤 紳一郎 鹿沼 82 (42、40) 103 中村 聡 セントラル 93 (46、47)

舘野 章 芳賀 77 (39、38) 弦巻 淳一 ゴールデンレイクス 82 (41、41) 104 田中 潤 レーサム 96 (47、49)

大瀧 初明 メイレイクヒルズ 77 (39、38) 片柳 勇 栃木ヶ丘 82 (41、41) 105 中村 公彦 石岡 97 (49、48)

尾崎 政見 水戸 77 (38、39) 杉山 直樹 赤城 82 (40、42) 106 佐口 昭雄 東松苑 99 (46、53)

廣澤 幹久 湘南シーサイド 77 (36、41) 磯 誠一 アローエース 82 (39、43) 失格 尾崎 幸一郎 水戸

横田 忠雄 鹿沼 77 (36、41) 67 河内 正憲 穂高 83 (44、39) 欠場 井上 行信 大厚木

27 岡戸 行雄 浅見 78 (41、37) 玉置 敏光 立川国際 83 (43、40) 欠場 奥澤 國男 龍ヶ崎

松本 武夫 成田GC 78 (39、39) 斎藤 和範 広陵 83 (43、40) 欠場 与倉 博逸 日光

仲村 高穂美 中山 78 (39、39) 森戸 友一郎 富士笠間 83 (42、41) 欠場 志村 堅二 東京よみうり

内堀 秀司 妙義 78 (39、39) 木村 明 扶桑 83 (42、41) 欠場 平野 和夫 サンレイク

粉川 直孝 千葉 78 (38、40) 小野塚 司 高山 83 (41、42) 欠場 高田 康弘 ザ・レイクス

若林 新平 日光 78 (37、41) 深澤 正輝 宇都宮 83 (41、42) 欠場 池田 正志 オーク・ヒルズ

33 清水 晃 熊谷 79 (41、38) 高野 健 つくばね 83 (40、43) 欠場 大久保 政行 ザ・レイクス

青木 秀樹 スプリングフィルズ 79 (41、38) 75 柳澤 義直 望月東急 84 (44、40) 欠場 水池 祐 フレンドシップ

和光 利一 矢板 79 (41、38) 高橋 充 南摩城 84 (42、42)

山田 忠明 皐月･佐野 79 (40、39) 金野 紳二 宇都宮 84 (41、43)

大谷 勝彦 宇都宮 79 (40、39) 遠藤 利也 佐野 84 (40、44)

赤津 昌美 水戸グリーン 79 (40、39) 79 松村 滋浩 麻倉 85 (45、40)

風間 啓 宇都宮 79 (38、41) 東 英樹 東松山 85 (44、41)

増渕 洋介 宇都宮 79 (38、41) 笠井 昌孝 鶴 85 (43、42)

6月28日(金)

2019年関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

宇都宮カンツリークラブ 北・中コース( 6587Yards   Par 72 )


