
会場：

期日：

エントリー： 119名

出場： 103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 村上 和隆 石岡ウエスト 71 (35、36) 菊地 一 相模 79 (41、38) 井上 明 飯能 84 (43、41)

2 木村 利治 水戸グリーン 72 (37、35) 山本 広市 総武 79 (40、39) 安藤 誠(S29) 皐月･鹿沼 84 (41、43)

眞崎 敏寛 南総 72 (35、37) 居石 春満 赤羽 79 (40、39) 渡辺 耕一 船橋 84 (40、44)

4 土屋 知廣 イーグルレイク 73 (38、35) 越川 富士太郎 香取 79 (38、41) 島岡 利夫 総武 84 (39、45)

5 篠崎 州央 千葉国際 74 (37、37) 内山 時夫 鷹之台 79 (38、41) 中田 俊雄 千葉 84 (37、47)

奥 正昭 上総富士 74 (36、38) 中島 仁三 グレンオークス 79 (37、42) 87 篠崎 俊治 総武 86 (46、40)

白井 敏夫 総武 74 (36、38) 47 瀧澤 光雄 我孫子 80 (40、40) 相澤 東 つくばね 86 (41、45)

8 鷺谷 一彦 ゴールデンレイクス 75 (39、36) 八木 和男 藤ヶ谷 80 (40、40) 白石 勇 総武 86 (38、48)

渡辺 勝秀 烏山城 75 (38、37) 内山 訓治 鷹之台 80 (39、41) 三浦 朗 千葉 86 (38、48)

大数加 祥平 鎌ヶ谷 75 (38、37) 石井 幹 千葉桜の里 80 (39、41) 91 大久保 正義 玉造 87 (46、41)

佐久間 義雄 姉ヶ崎 75 (37、38) 寺村 義美 千葉 80 (39、41) 金井 勝 佐原 87 (46、41)

12 市原 澄彦 イーグルポイント 76 (40、36) 萩原 則之 東千葉 80 (38、42) 佐瀬 敏夫 新千葉 87 (45、42)

鈴木 隆之 米原 76 (38、38) 53 末石 博邦 万木城 81 (43、38) 守屋 孝雄 船橋 87 (43、44)

岡田 謙二 阿見 76 (38、38) 中山 知行 総武 81 (40、41) 松嶋 隆 ロイヤルスター 87 (43、44)

大輪 広明 水戸グリーン 76 (38、38) 尾崎 美喜夫 水戸グリーン 81 (40、41) 首代 明秀 南総 87 (43、44)

木村 光方 習志野 76 (37、39) 高橋 克彦 江戸崎 81 (39、42) 森塚 光彦 千葉夷隅 87 (40、47)

中山 秀之 水戸 76 (37、39) 髙橋 純一 赤羽 81 (39、42) 98 沢登 勝良 船橋 88 (45、43)

小倉 幸雄 房州 76 (37、39) 冨田 昇 房総 81 (39、42) 北島 幹久 ブリック＆ウッド 88 (42、46)

廣瀬 照康 袖ヶ浦 76 (36、40) 松井 辰男 長太郎 81 (39、42) 100 石松 潔 総武 95 (42、53)

20 衣笠 学 上総モナーク 77 (40、37) 中村 保 水戸グリーン 81 (38、43) 101 長浜 浄 相模野 97 (46、51)

小村 斎 総武 77 (39、38) 61 上重 修 東千葉 82 (45、37) 失格 白鳥 宏司 袖ヶ浦

田中 秀幸 南総 77 (38、39) 佐藤 芳行 本千葉 82 (42、40) 棄権 石原 紀一 総武

平野 正行 姉ヶ崎 77 (37、40) 小西 治幸 総武 82 (41、41) 欠場 浮ケ谷 信夫 総武

- 以 上、 予 選 通 過 － 脇田 三郎 千葉 82 (40、42) 欠場 安藤 誠(S19) 皐月･鹿沼

中島 有二 グレンオークス 77 (37、40) 吉田 潔 本千葉 82 (40、42) 欠場 橋谷田 惠二 霞台

大久保 訓 嵐山 77 (37、40) 山本 哲也 平川 82 (39、43) 欠場 斉藤 昇 源氏山

森 文徳 成田ヒルズ 77 (37、40) 伊原 勇 総武 82 (39、43) 欠場 三瓶 幸博 平川

橋本 哲夫 総武 77 (37、40) 小島 一夫 つくばね 82 (39、43) 欠場 佐々 憲夫 平川

野口 勇 クリアビュー 77 (36、41) 遠藤 享 アスレチックガーデン 82 (38、44) 欠場 今井 達也 赤羽

29 春山 正雄 キャスコ花葉 78 (43、35) 70 高野 健 つくばね 83 (44、39) 欠場 赤津 卓男 茨城パシフィック

鈴木 國也 ザ・ジャパン 78 (41、37) 和田 泰治 房総 83 (43、40) 欠場 箕輪 進 東京よみうり

江川 健一 平川 78 (41、37) 渡辺 健 総武 83 (43、40) 欠場 石井 誠 鶴

町田 元一 勝浦 78 (40、38) 高橋 康之 ノースショア 83 (42、41) 欠場 砂山 武則 越生

石山 美紀 八幡 78 (38、40) 松島 昭利 PGMマリア 83 (41、42) 欠場 越川 正雄 香取

岡戸 行雄 浅見 78 (38、40) 広見 誠 南総 83 (41、42) 欠場 小暮 保志 香取

福原 純一 姉ヶ崎 78 (38、40) 真辺 秀範 習志野 83 (40、43) 欠場 豊田 弘司 万木城

今井 亘 香取 78 (37、41) 佐藤 新一 東京湾 83 (39、44) 欠場 成本 朝雄 南茂原

深澤 一三 グレンオークス 78 (36、42) 坂内 義之 東松苑 83 (37、46) 欠場 染谷 健市 扶桑

38 長尾 福治郎 成田 79 (42、37) 79 岡田 俊介 平川 84 (44、40)

関 秀勝 玉造 79 (41、38) 川手 徹明 皐月･佐野 84 (44、40)

平野 義隆 南茂原 79 (41、38) 安富 秀樹 総武 84 (43、41)

8月27日(金)

2021年関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

総武カントリークラブ　印旛コース( 6449Yards   Par 72 )


