
会場：

期日：

エントリー： 97名

出場： 90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 宮 辰夫 習志野 75 (39、36) 志賀 正信 関越ハイランド 85 (43、42) 田葉 正信 龍ヶ崎 91 (43、48)

2 舟岡 誠 アローエース 76 (41、35) 染谷 建也 大利根 85 (43、42) 83 杉山 直樹 赤城 92 (49、43)

佐藤 友久 唐沢 76 (40、36) 三母 英二 日本海 85 (43、42) 84 鈴木 盛生 那須小川 93 (49、44)

志村 幹夫 大洗 76 (37、39) 小﨑 俊男 大洗 85 (42、43) 脇田 三郎 千葉 93 (48、45)

5 近藤 昭二 富士笠間 77 (39、38) 上山 馨 静ヒルズ 85 (42、43) 86 安原 宣夫 浦和 96 (44、52)

6 辻本 太平 大洗 79 (40、39) 46 對馬 正光 石岡 86 (46、40) 87 近藤 次郎 成田東 97 (50、47)

植松 進一 平川 79 (40、39) 黒沢 登美夫 金砂郷 86 (45、41) 88 大島 治 東千葉 101 (49、52)

荒井 眞一 筑波 79 (39、40) 松井 英一 猿島 86 (44、42) 桑名 伸明 栃木ヶ丘 101 (47、54)

水津 登 扶桑 79 (39、40) 白井 健司 水戸 86 (44、42) 棄権 河村 友正 龍ヶ崎

10 白石 忠信 大平台 80 (42、38) 渡辺 誠 富士笠間 86 (44、42) 欠場 染野 光弘 マナ

大輪 広明 水戸グリーン 80 (42、38) 柿沼 和幸 太田双葉 86 (43、43) 欠場 永井 孝之 芳賀

杉本 薫 水戸グリーン 80 (40、40) 金本 元章 アスレチックガーデン 86 (43、43) 欠場 緒方 忠昭 龍ヶ崎

高野 敏治 扶桑 80 (40、40) 相澤 東 つくばね 86 (43、43) 欠場 岸 俊光 浦和

栗原 宏之 扶桑 80 (39、41) 渡辺 幸男 千葉夷隅 86 (43、43) 欠場 笠原 正光 入間

15 阿久津 正之 東雲 81 (44、37) 山本 五郎 土浦 86 (41、45) 欠場 石島 英明 東雲

古屋 浩 東名厚木 81 (42、39) 56 畠山 了 ゴルフ5・サニーフィールド 87 (47、40) 欠場 橋谷田 惠二 霞台

大野 政治 土浦 81 (42、39) 山崎 正宏 相模 87 (45、42)

磯 誠一 アローエース 81 (41、40) 髙橋 日出男 大洗 87 (45、42)

長峰 英雄 鹿島の杜 81 (41、40) 小野 進 龍ヶ崎 87 (44、43)

20 平野 義隆 南茂原 82 (44、38) 竹迫 清人 アローエース 87 (44、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 斉藤 裕一 東雲 87 (43、44)

瀧澤 光雄 我孫子 82 (42、40) 荻野 幸伸 本千葉 87 (41、46)

鈴木 泉 大洗 82 (41、41) 63 松本 千文 千成 88 (46、42)

那波 芳比古 藤岡 82 (40、42) 馬渕 博臣 鎌ヶ谷 88 (46、42)

會田 茂 宍戸ヒルズ 82 (38、44) 小川 修二 龍ヶ崎 88 (45、43)

25 伊藤 幸信 入間 83 (45、38) 大高 道夫 水戸 88 (44、44)

金田 昌富 筑波 83 (43、40) 菅谷 昭雄 成田東 88 (43、45)

相田 喜久夫 芳賀 83 (43、40) 68 大津 秀男 富士笠間 89 (49、40)

成本 朝雄 南茂原 83 (42、41) 斉藤 輝雄 千葉 89 (47、42)

山田 寛道 鶴舞 83 (40、43) 70 金澤 文雄 那須小川 90 (47、43)

相原 康弘 平塚富士見 83 (40、43) 塚原 岩雄 烏山城 90 (46、44)

井上 達 飯能 83 (40、43) 髙野 直人 大洗 90 (45、45)

32 高野 健 つくばね 84 (45、39) 浅野 力 大洗 90 (43、47)

久松 政人 富士笠間 84 (43、41) 斉藤 信二 扶桑 90 (43、47)

島村 誠 取手桜が丘 84 (42、42) 75 石丸 誠司 南摩城 91 (47、44)

長野 雄一郎 大洗 84 (42、42) 山本 昌邦 都賀 91 (46、45)

入江 芳史 小山 84 (39、45) 菅 茂樹 レーサム 91 (46、45)

37 花ヶ崎 一男 静ヒルズ 85 (44、41) 皆川 眞規夫 大洗 91 (46、45)

下城 秀元 太田双葉 85 (44、41) 東城 雅夫 日本海 91 (45、46)

坂内 義之 栃木ヶ丘 85 (44、41) 大塚 健二 出島 91 (45、46)

山内 武博 芳賀 85 (44、41) 小池 達生 宍戸ヒルズ 91 (44、47)

8月28日(水)

2019年関東ミッドシニアゴルフ選手権第1ブロック

大洗ゴルフ倶楽部( 6493Yards   Par 72 )


