
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岩井 正一 ニッソー 74 (36、38) 渡辺 和喜 船橋 89 (43、46)

2 関根 敏治 霞台 78 (42、36) 42 串田 怜 GMG八王子 90 (46、44)

町田 元一 勝浦 78 (38、40) 藤城 悠 ディアレイク 90 (46、44)

4 平石 定夫 京 79 (42、37) 鈴木 由蔵 桜 90 (46、44)

松島 昭利 PGMマリア 79 (38、41) 田中 陽三 木更津 90 (44、46)

6 佐藤 豊 鎌ヶ谷 80 (40、40) 46 平林 康信 千葉新日本 91 (48、43)

7 安富 秀樹 総武 81 (40、41) 中村 昇 成田東 91 (47、44)

8 植松 進一 平川 82 (42、40) 新保 雅敏 袖ヶ浦 91 (46、45)

里村 博 茨城 82 (41、41) 梨澤 六郎 中山 91 (45、46)

10 金井 勝 佐原 83 (42、41) 50 舘野 光夫 グレンオークス 92 (50、42)

金澤 正幸 白帆 83 (42、41) 51 金子 正史 横浜 93 (46、47)

米澤 秀治 中山 83 (42、41) 甲斐 利男 佐倉 93 (45、48)

島岡 利夫 東我孫子 83 (41、42) 53 加藤 明 鎌ヶ谷 94 (47、47)

笠井 正明 習志野 83 (40、43) 横山 充洋 成田ハイツリー 94 (44、50)

- 以 上、 予 選 通 過 － 高橋 克彦 江戸崎 94 (44、50)

土屋 知廣 イーグルレイク 83 (40、43) 56 西村 新一 麻倉 95 (49、46)

16 大数加 祥平 鎌ヶ谷 84 (44、40) 近藤 次郎 成田東 95 (47、48)

山田 勧 東千葉 84 (43、41) 58 小島 秀行 玉川 96 (47、49)

桐生 峰男 ブリック＆ウッド 84 (42、42) 欠場 志賀 正信 関越ハイランド

中山 知行 総武 84 (41、43) 欠場 若菜 茂 千葉国際

片岡 康夫 ブリック＆ウッド 84 (41、43)

21 石井 重次 メイプルポイント 85 (44、41)

川合 憲一 千葉国際 85 (44、41)

川島 謙扶 新千葉 85 (43、42)

斎藤 光男 東京湾 85 (42、43)

25 松村 善弘 木更津 86 (44、42)

沢登 勝良 船橋 86 (44、42)

佐藤 寿男 東我孫子 86 (44、42)

日吉 健二 東京湾 86 (43、43)

小澤 敬博 東我孫子 86 (43、43)

新田 鐘大 妙高 86 (43、43)

安田 進 千葉新日本 86 (42、44)

井上 行信 大厚木 86 (42、44)

角南 道弘 中山 86 (42、44)

重光 進 太平洋・御殿場 86 (41、45)

川上 良一 鎌ヶ谷 86 (40、46)

36 輿石 正 東京湾 87 (46、41)

37 藤城 秀登 真名 88 (43、45)

38 中島 有二 グレンオークス 89 (47、42)

成田 賢二 大利根 89 (45、44)

田中 菊雄 東京よみうり 89 (45、44)

4月19日(月)

2021年関東グランドシニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西コース( 6185Yards   Par 72 )


