
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 117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 大石 義數 相模原 74 (37、37) 鈴木 英雄 東京国際 84 (42、42) 82 菊地 照巳 府中 89 (47、42)

2 長田 道洋 春日居 77 (36、41) 工藤 定男 南富士 84 (41、43) 中西 完 府中 89 (45、44)

北原 弘 伊豆にらやま 77 (36、41) 北島 正一 武蔵 84 (41、43) 森村 武夫 清川 89 (45、44)

4 渡辺 幸男 千葉夷隅 78 (38、40) 伊勢 晃一 姉ヶ崎 84 (39、45) 椎貝 満範 東京よみうり 89 (45、44)

吉田 博史 ミオス菊川 78 (38、40) 金田 昌富 筑波 84 (39、45) 吉原 実 鶴舞 89 (44、45)

中里 征二 東名厚木 78 (37、41) 46 石井 孝一 千葉夷隅 85 (45、40) 吉田 隆徳 大相模 89 (44、45)

7 榎本 幸和 オリムピック 79 (42、37) 大川 陽一郎 小田原･松田 85 (44、41) 高橋 孝和 レインボー 89 (42、47)

西田 豊明 富士小山 79 (40、39) 石井 敏郎 津久井湖 85 (43、42) 89 松尾 俊介 東京よみうり 90 (45、45)

今井 喜平 相模原 79 (40、39) 富澤 良二 東京五日市 85 (41、44) 田村 正夫 都留 90 (45、45)

鮫島 康孝 秦野 79 (39、40) 芦澤 達雄 我孫子 85 (41、44) 米山 福吉 富士小山 90 (44、46)

渡邉 憲治 富士宮 79 (37、42) 松本 勝治 諏訪レイクヒル 85 (40、45) 神山 逸志 戸塚 90 (44、46)

12 飯島 兼廣 大厚木 80 (41、39) 52 落合 義徳 小田原･松田 86 (46、40) 福田 敏裕 府中 90 (42、48)

藤井 義文 秦野 80 (41、39) 白井 旭 相模原 86 (45、41) 94 西田 利一 府中 91 (48、43)

池本 昭文 藤岡 80 (40、40) 宮本 信行 富士宮 86 (44、42) 岸野 俊一 大厚木 91 (47、44)

永島 豊 我孫子 80 (40、40) 俵 聖徳 富士箱根 86 (44、42) 平松 政次 アスレチックガーデン 91 (47、44)

挽野 建夫 大厚木 80 (39、41) 森 静生 ギャツビイ 86 (44、42) 竹永 和美 南総 91 (45、46)

佐藤 信 大秦野 80 (39、41) 金子 誠 磯子 86 (42、44) 小坂 譲 相模原 91 (44、47)

井上 清次 津久井湖 80 (39、41) 平戸 進二 清川 86 (42、44) 野澤 元 富士チサン 91 (41、50)

原 繼雄 横浜 80 (39、41) 石井 米二郎 中央都留 86 (41、45) 100 足立 純一 オリムピック 92 (45、47)

梅原 豊司 富士宮 80 (38、42) 笠原 啓二 チェックメイト 86 (40、46) 101 土志田 誠治 府中 93 (48、45)

21 大阿久 武雄 津久井湖 81 (42、39) 長谷川 菊夫 清川 86 (40、46) 鈴木 不二雄 富士小山 93 (44、49)

22 長塚 寛 東京五日市 82 (44、38) 62 宮内 利幸 鹿野山 87 (48、39) 103 山口 正壽 レインボー 94 (49、45)

金井 勉 相模湖 82 (43、39) 横溝 建夫 本厚木 87 (46、41) 田村 昌三 府中 94 (49、45)

金井 修一 大相模 82 (42、40) 鳥居 勇 東京五日市 87 (46、41) 菱山 富美男 府中 94 (46、48)

小林 祺一郎 富士チサン 82 (42、40) 田中 信博 津久井湖 87 (44、43) 鈴木 直人 上野原 94 (46、48)

佐藤 敏夫 東京国際 82 (42、40) 青山 喜美男 横浜 87 (44、43) 芦田 昇 東京五日市 94 (45、49)

藤原 豊信 富士小山 82 (41、41) 水上 富登 府中 87 (43、44) 坂本 全布 大秦野 94 (45、49)

河本 徳三朗 相模原 82 (40、42) 鈴木 秀樹 津久井湖 87 (43、44) 志村 雅男 津久井湖 94 (45、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 上野 憲二 府中 87 (42、45) 石塚 隆 都 94 (44、50)

安藤 敏行 津久井湖 82 (40、42) 蓮見 達男 大相模 87 (42、45) 111 相場 與志雄 中津川 95 (47、48)

加藤 清司 千葉夷隅 82 (40、42) 谷 重次 境川 87 (42、45) 112 鈴木 吉江 茨城 96 (48、48)

長谷川 毅 下田城 82 (39、43) 小川 智 東京国際 87 (41、46) 萩原 昭夫 大相模 96 (48、48)

小林 隆行 戸塚 82 (39、43) 73 松井 康夫 東名 88 (46、42) 114 山岸 章男 磯子 97 (50、47)

平野 恭治 磯子 82 (37、45) 織田 謙二 鷹之台 88 (45、43) 武田 弘 ザ ナショナル・千葉 97 (48、49)

34 大貫 亨 長竹 83 (41、42) 鈴木 悟 万木城 88 (45、43) 渡邉 博 東京国際 97 (47、50)

加藤 昭 チェックメイト 83 (41、42) 田中 和夫 秦野 88 (44、44) 富永 康輔 東京国際 97 (47、50)

36 長谷川 公彦 小田原･松田 84 (45、39) 岡本 徹 大相模 88 (44、44) 欠場 石関 功 チェックメイト

中村 忠正 富士エース 84 (44、40) 大工原 定雄 津久井湖 88 (44、44) 欠場 遠藤 正男 津久井湖

土屋 博義 我孫子 84 (44、40) 黒岩 一紘 府中 88 (43、45) 欠場 平野 洋一 大厚木

高城 正男 昇仙峡 84 (43、41) 小野寺 伸次 小田原･松田 88 (43、45)

島路 清惠 横浜 84 (42、42) 藤井 衛 津久井湖 88 (42、46)

4月19日(月)

2021年関東グランドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

本厚木カンツリークラブ( 6147Yards   Par 72 )


