
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 113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 小原 永司 つくばね 69 (35、34) 田中 良博 寄居 78 (38、40) 山村 宏二 赤羽 84 (42、42)

2 小松崎 博 東筑波 71 (35、36) 逆井 喜市 猿島 78 (37、41) 當麻 正貴 浦和 84 (41、43)

3 日下部 浩壽 鹿沼 72 (36、36) 伊澤 喜久男 東千葉 78 (36、42) 石川 順一 大日向 84 (39、45)

坂原 謙二 猿島 72 (34、38) 44 盛永 哲也 取手桜が丘 79 (41、38) 相田 喜久夫 芳賀 84 (39、45)

5 高橋 聡 鴻巣 73 (37、36) 鈴木 正一郎 龍ヶ崎 79 (40、39) 佐々木 良 猿島 84 (39、45)

6 弦巻 淳一 JGM笠間 74 (39、35) 蛯原 潤 我孫子 79 (40、39) 高田 康弘 ザ・レイクス 84 (39、45)

樋口 幸雄 サンクチュアリ霞南 74 (36、38) 鈴木 清治 猿島 79 (40、39) 88 宗像 裕之 取手桜が丘 85 (45、40)

8 森山 裕 ザ・レイクス 75 (38、37) 金子 正 取手国際 79 (39、40) 高野 健 つくばね 85 (45、40)

岡戸 行雄 浅見 75 (38、37) 秋保 宏之 オーク・ヒルズ 79 (39、40) 深山 光一 総武 85 (44、41)

厚澤 克俊 鴻巣 75 (38、37) 田中 実 芳賀 79 (38、41) 石黒 浩幸 東ノ宮 85 (44、41)

谷沢 正一 桜 75 (38、37) 岡 靖久 セゴビア 79 (38、41) 會田 茂 宍戸ヒルズ 85 (42、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 52 岡野 智弘 PGM石岡 80 (43、37) 93 渋澤 卓也 鳩山 86 (47、39)

添田 修司 鹿沼プレミア 75 (37、38) 吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 80 (42、38) 松村 滋浩 麻倉 86 (46、40)

山崎 唯普 皐月･鹿沼 75 (37、38) 青木 克益 千葉 80 (40、40) 木村 安政 猿島 86 (44、42)

加藤 友樹 成田東 75 (36、39) 永井 孝之 芳賀 80 (40、40) 岡村 善裕 浜野 86 (43、43)

15 長沢 昌彦 サンヒルズ 76 (39、37) 清水 重夫 鳩山 80 (39、41) 小野 和男 相模原 86 (43、43)

露木 実 平川 76 (39、37) 岡崎 雅次郎 玉造 80 (38、42) 98 海老原 昇 取手国際 87 (43、44)

橋本 芳之 那須小川 76 (39、37) 内田 裕 美里 80 (38、42) 伊藤 博通 日高 87 (43、44)

西川 幸一郎 府中 76 (37、39) 59 山本 哲也 平川 81 (44、37) 100 佐々木 日出男 セゴビア 88 (44、44)

斎藤 和範 広陵 76 (37、39) 妹尾 正巳 ワンウェイ 81 (41、40) 佐々木 幸治 成田東 88 (43、45)

鎌滝 正三 鹿島の杜 76 (37、39) 片岡 洋介 船橋 81 (41、40) 成田 正樹 武蔵 88 (40、48)

尾上 良明 鎌ヶ谷 76 (37、39) 大久保 勇 フレンドシップ 81 (41、40) 103 平方 彰 伊香保国際 89 (47、42)

西谷 憲之 東松苑 76 (36、40) 長谷部 弘人 富士笠間 81 (40、41) 小山 金意 PGM総成 89 (41、48)

牧長 一喜 千葉国際 76 (36、40) 松村 茂 那須小川 81 (40、41) 大森 斉貴 玉川 89 (40、49)

24 海老原 好央 富士笠間 77 (41、36) 片岡 弘幸 上総モナーク 81 (40、41) 106 高橋 渉 セゴビア 90 (46、44)

原田 安浩 ノースショア 77 (40、37) 山田 繁 猿島 81 (40、41) 小椋 孝夫 ユニオンエース 90 (44、46)

Mick Streit 塩原 77 (39、38) 富田 実 ゴールデンレイクス 81 (40、41) 梶原 浩嗣 箱根 90 (44、46)

中吉 辰也 南総 77 (39、38) 及川 久二 佐原 81 (39、42) 鶴田 浩之 PGM総成 90 (41、49)

久松 隆夫 猿島 77 (39、38) 鈴木 賢士 猿島 81 (38、43) 110 土屋 敏明 浦和 91 (46、45)

寺田 一実 矢板 77 (39、38) 松本 宏和 玉造 81 (36、45) 111 桑名 伸明 栃木ヶ丘 92 (46、46)

荒井 眞一 筑波 77 (39、38) 71 佐久間 玲 湘南 82 (43、39) 112 松本 真吾 PGM総成 95 (49、46)

宮城 芳宏 ダイヤグリーン 77 (38、39) 青木 秀樹 スプリングフィルズ 82 (42、40) 棄権 西川 忠克 那須小川

舘野 章 芳賀 77 (38、39) 昼田 泰平 東千葉 82 (41、41) 欠場 大隅 毅 さいたま

佐藤 至 皐月･鹿沼 77 (37、40) 逆井 英雄 猿島 82 (41、41) 欠場 坂内 義之 栃木ヶ丘

陶 章司 常陽 77 (37、40) 木村 直弘 寄居 82 (41、41) 欠場 鈴木 敏夫 茨城

35 井上 泰臣 芳賀 78 (40、38) 76 大野 和昭 PGM総成 83 (43、40) 欠場 鯨井 章 常陽

深作 正勝 ダイヤグリーン 78 (40、38) 奥山 剛央 ワンウェイ 83 (41、42) 欠場 吉田 潔 本千葉

山本 浩 我孫子 78 (39、39) 時田 祐司 スカイウェイ 83 (41、42) 欠場 花岡 錦一郎 那須GC

福田 正明 富士笠間 78 (39、39) 79 石阪 安行 セゴビア 84 (45、39) 欠場 矢作 定雄 我孫子

堀口 勝巳 姉ヶ崎 78 (39、39) 太田 益実 鹿島の杜 84 (45、39)

風見 義明 フレンドシップ 78 (38、40) 平井 慶益 岡部チサン 84 (45、39)

6月21日(月)

2021年関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

猿島カントリー倶楽部( 6453Yards   Par 72 )


