
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 127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 梅澤 吉朗 初穂 69 (35、34) 堀口 孝利 美里 78 (38、40) 髙橋 正敏 JGMベルエア 82 (44、38) 123 佐藤 一朗 おおむらさき 90 (42、48)

2 浅野 博司 浦和 72 (35、37) 大久保 慎也 さいたま梨花 78 (38、40) 加藤 眞悟 川越 82 (43、39) 124 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 91 (41、50)

中山 敏夫 上田丸子グランヴィリオ 72 (35、37) 吉永 昇 岡部チサン 78 (38、40) 金子 亨 船橋 82 (41、41) 125 鷲尾 聡 熊谷 92 (47、45)

岡田 睦広 レーサム 72 (35、37) 川端 和憲 小千谷 78 (37、41) 山本 哲也 平川 82 (40、42) 126 関 寿生 小千谷 95 (46、49)

5 大八木 陽一 千葉 74 (38、36) 大川戸 弘治 さいたま 78 (37、41) 鈴木 隆之 平川 82 (40、42) 棄権 草薙 茂樹 平川

梅山 明久 伊香保国際 74 (37、37) 46 宇佐美 正仁 龍ヶ崎 79 (42、37) 渡辺 久幸 グランディ軽井沢 82 (40、42) 欠場 工藤 英人 千葉

茂澤 克己 千葉 74 (37、37) 中島 幸和 伊香保 79 (41、38) 長谷川 壽彦 岡部チサン 82 (40、42) 欠場 市川 清 森林公園

下城 秀元 太田双葉 74 (36、38) 高橋 恭一 京葉 79 (40、39) 當麻 正貴 浦和 82 (40、42) 欠場 進藤 久夫 大利根

勝又 正浩 東京 74 (35、39) 横田 雅一 妙高サンシャイン 79 (40、39) 森本 喜代治 埼玉国際 82 (39、43) 欠場 大野 裕史 岡部チサン

10 廣部 清隆 館山 75 (41、34) 須長 順一 高山 79 (39、40) 時田 芳人 熊谷 82 (39、43) 欠場 勝家 哲夫 穂高

山浦 雅彦 レーサム 75 (40、35) 保坂 恭久 十日町 79 (39、40) 北 孝好 埼玉国際 82 (39、43) 欠場 吉若 茂 メイレイクヒルズ

五味 俊彦 八王子 75 (39、36) 高橋 光雄 太田双葉 79 (39、40) 岡田 義和 武蔵 82 (37、45) 欠場 小谷野 文孝 飯能

清水 重夫 鳩山 75 (38、37) 池田 陽介 武蔵 79 (39、40) 94 森 勇二 霞ヶ関 83 (44、39) 欠場 小島 亘 川越

土田 晃成 さいたま梨花 75 (37、38) 荻野 幸伸 本千葉 79 (39、40) 秋山 雄一 関越ハイランド 83 (44、39) 欠場 吉越 修 立科

大内田 愼一郎 岡部チサン 75 (37、38) 西野 伸幸 森林公園 79 (39、40) 椎名 達也 小川 83 (42、41) 欠場 平戸 進二 清川

16 田村 伸光 太田双葉 76 (40、36) 細沼 実 JGMベルエア 79 (38、41) 崎山 收 相模原 83 (41、42) 欠場 小沼野 健一 東松苑

金山 将 ノーザン錦ヶ原 76 (39、37) 渡會 公士 川越 79 (38、41) 小林 賢司 森林公園 83 (40、43) 欠場 北村 和秋 石地シーサイド

- 以 上、 予 選 通 過 － 木村 厚 鹿沼 79 (38、41) 青山 透 ザ ナショナル・埼玉 83 (40、43) 欠場 狩野 又男 伊香保国際

那波 芳比古 藤岡 76 (39、37) 木下 健介 狭山 79 (38、41) 清水 雅英 八王子 83 (39、44) 欠場 渡部 富夫 東松苑

来住野 忠之 さいたま 76 (39、37) 杉木 邦夫 高山 79 (37、42) 101 白濱 秀樹 長岡 84 (45、39) 欠場 伊藤 浩紀 グランディ軽井沢

佐藤 誠 グランディ軽井沢 76 (38、38) 内野 隆芳 美里 79 (37、42) 朝川 正男 立科 84 (42、42) 欠場 永井 秀史 平川

井川 智一郎 初穂 76 (37、39) 62 浜田 義信 あさひヶ丘 80 (42、38) 冨山 充 皐月･佐野 84 (41、43) 欠場 難波 紀幸 船橋

大倉 一浩 太田双葉 76 (37、39) 美和 健一郎 習志野 80 (42、38) 石田 真 ゴールド佐野 84 (41、43)

松井 幸雄 オリムピック・レイクつぶらだ 76 (37、39) 前田 正雄 岡部チサン 80 (41、39) 大隅 毅 さいたま 84 (39、45)

小林 正志 森林公園 76 (37、39) 鈴木 学 藤岡 80 (40、40) 106 堀之内 佳武 サンコー72 85 (45、40)

菅野 博 中央都留 76 (36、40) 西澤 健司 穂高 80 (40、40) 有川 竜次 岡部チサン 85 (44、41)

木村 裕亮 セントラル 76 (36、40) 有山 利男 鳩山 80 (40、40) 清水 義之 埼玉国際 85 (43、42)

27 中澤 貞利 美里 77 (41、36) 縄田 安孝 穂高 80 (39、41) 横田 正夫 浦和 85 (43、42)

布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (40、37) 石森 秀一 藤岡 80 (39、41) 古屋 雅美 岡部チサン 85 (41、44)

土屋 健次 武蔵 77 (39、38) 櫻井 伸一 草津 80 (39、41) 山下 太郎 JGMベルエア 85 (40、45)

深澤 勝彦 大利根 77 (39、38) 關橋 光一 ザ ナショナル・埼玉 80 (38、42) 112 高橋 幸一 川越 86 (45、41)

関根 幸一 岡部チサン 77 (39、38) 金子 理 グランディ軽井沢 80 (37、43) 高畑 尚康 狭山 86 (45、41)

金井 正善 太田双葉 77 (39、38) 肥後 正章 児玉 80 (37、43) 福澤 勇二 川越 86 (45、41)

宍戸 重一 東松苑 77 (38、39) 74 山上 利行 太平洋・佐野ヒルクレスト 81 (42、39) 田島 俊信 秩父国際 86 (44、42)

小野瀬 弘記 龍ヶ崎 77 (38、39) 鈴木 淳一 南総 81 (42、39) 徳山 正雄 おおむらさき 86 (43、43)

佐藤 秀樹 美里 77 (37、40) 土屋 敏明 浦和 81 (42、39) 柿沼 和幸 太田双葉 86 (43、43)

36 繁田 勝 鴻巣 78 (41、37) 眞々田 恒久 紫 81 (40、41) 星野 節二 長岡 86 (43、43)

山下 明 飯能グリーン 78 (40、38) 井上 達 飯能 81 (40、41) 河本 弘 東松苑 86 (42、44)

仙庭 悟 玉川 78 (40、38) 諸田 徳寿 高山 81 (40、41) 120 添田 雅之 小川 88 (47、41)

小山 博義 飯能グリーン 78 (39、39) 樋口 勝彦 十日町 81 (40、41) 高雄 章 ノーザン錦ヶ原 88 (40、48)

野﨑 寿之 大浅間 78 (39、39) 81 赤間 貴夫 岡部チサン 82 (44、38) 122 田中 靖尚 飯能グリーン 89 (45、44)

7月4日(木)

2019年関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

こだまゴルフクラブ( 6506Yards   Par 72 )


