
会場：

期日：

エントリー： 107名

出場： 97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 山口 賢一郎 富士小山 72 (36、36) 石井 卓昌 中津川 81 (38、43) 82 手塚 哲秀 大熱海国際 89 (44、45)

吉川 裕治 富士箱根 72 (36、36) 42 杉山 賢治 本厚木 82 (43、39) 森川 均 相模原 89 (44、45)

3 北原 弘 伊豆にらやま 74 (35、39) 高木 克巳 都 82 (42、40) 元木 一利 中津川 89 (43、46)

4 長田 道洋 春日居 75 (39、36) 村瀬 雅宣 姉ヶ崎 82 (42、40) 金井 勉 相模湖 89 (42、47)

5 大貫 亨 長竹 76 (39、37) 安達 光宣 リバー富士 82 (41、41) 86 堀 正樹 東京よみうり 90 (45、45)

髙橋 重司 東名 76 (38、38) 安藤 功一 大相模 82 (41、41) 米澤 秀治 ギャツビイ 90 (41、49)

大石 義數 相模原 76 (36、40) 阿部 和弘 湘南シーサイド 82 (41、41) 88 北田 正喜 オリムピックナショナル 91 (46、45)

8 高橋 孝和 レインボー 77 (41、36) 金子 清 津久井湖 82 (41、41) 丹野 富壽 伊豆にらやま 91 (45、46)

小久江 正人 ホロン 77 (40、37) 下里 裕 春日居 82 (40、42) 永島 豊 我孫子 91 (44、47)

亀ケ谷 修 レインボー 77 (40、37) 堂本 好壮 戸塚 82 (40、42) 91 小久保 敦司 相模湖 92 (51、41)

中安 宏元 豊岡国際 77 (39、38) 鈴木 勇 磯子 82 (40、42) 小坂 譲 相模原 92 (45、47)

鈴木 守 ミオス菊川 77 (38、39) 王月 勇 我孫子 82 (39、43) 93 相場 與志雄 中津川 94 (47、47)

岸本 俊三 相模野 77 (37、40) 松本 武夫 成田 82 (39、43) 山中 智 ブリック＆ウッド 94 (46、48)

14 石井 孝一 千葉夷隅 78 (42、36) 54 高井 正行 小田原･松田 83 (45、38) 米山 福吉 富士小山 94 (45、49)

米田 清人 東名 78 (42、36) 川原 修 富士箱根 83 (44、39) 阿武 高志 東京国際 94 (43、51)

井上 達 飯能 78 (41、37) 金井 修一 大相模 83 (43、40) 失格 細野 正明 芦の湖

17 土井 致萬 リバー富士 79 (43、36) 高橋 久雄 赤羽 83 (42、41) 欠場 平戸 進二 清川

小野寺 利丸 太平洋・御殿場 79 (43、36) 藤巻 好實 フジ天城 83 (42、41) 欠場 池谷 雅義 沼津

大谷 勝彦 袖ヶ浦 79 (42、37) 片岡 康夫 ブリック＆ウッド 83 (41、42) 欠場 新井 宏信 沼津

西田 豊明 富士小山 79 (41、38) 江藤 晃好 沼津 83 (41、42) 欠場 金子 正史 横浜

森 静生 ギャツビイ 79 (41、38) 石川 隆正 南富士 83 (41、42) 欠場 山本 三千夫 富士チサン

井上 清次 津久井湖 79 (40、39) 長田 晃 戸塚 83 (39、44) 欠場 芦澤 達雄 我孫子

- 以 上、 予 選 通 過 － 63 簑島 利文 平塚富士見 84 (43、41) 欠場 山中 茂 戸塚

吉田 隆徳 大相模 79 (40、39) 杉山 一幸 東富士 84 (43、41) 欠場 小宮 篤 スカイウェイ

大塚 正治 朝霧ジャンボリー 79 (40、39) 足立 純一 オリムピック 84 (41、43) 欠場 本元 幸俊 成田

渡部 龍彦 伊豆にらやま 79 (39、40) 66 尾上 博治 さいたま梨花 85 (47、38) 欠場 勝家 哲夫 穂高

伊勢 晃一 姉ヶ崎 79 (39、40) 椎木 茂 富士小山 85 (43、42)

27 山本 二朗 相模原 80 (41、39) 小豆野 修 オリムピック 85 (43、42)

加部 嗣男 東名 80 (40、40) 佐藤 信 大秦野 85 (43、42)

渡辺 幸男 千葉夷隅 80 (39、41) 増田 誠司 中津川 85 (43、42)

平本 眞言 中央都留 80 (39、41) 渡邊 貞男 リバー富士 85 (40、45)

梁瀬 正晴 鳩山 80 (37、43) 72 横関 謙治 富士 86 (45、41)

32 下田 彰 市原京急 81 (42、39) 扇 徳男 富士箱根 86 (43、43)

田村 昌三 府中 81 (41、40) 74 中村 元喜 武蔵 87 (46、41)

佐藤 正樹 京葉 81 (41、40) 田中 和夫 秦野 87 (45、42)

池田 正志 オーク・ヒルズ 81 (41、40) 萩原 昭夫 大相模 87 (43、44)

渡邉 憲治 富士宮 81 (41、40) 工藤 定男 南富士 87 (42、45)

青山 喜美男 横浜 81 (40、41) 78 佐々木 巧 相模湖 88 (45、43)

伊澤 喜久男 東千葉 81 (40、41) 平田 良彦 沼津 88 (45、43)

鮫島 康孝 秦野 81 (38、43) 桧山 広道 芙蓉 88 (44、44)

平野 洋一 大厚木 81 (38、43) 寺田 隆 大相模 88 (43、45)

8月25日(水)

2021年関東ミッドシニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

富士カントリークラブ( 6329Yards   Par 72 )


