
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 116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 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 70 (34、36) 半田 裕一 富士笠間 80 (40、40) 82 菊地 久 烏山城 85 (45、40)

2 堀江 隆 マナ 72 (37、35) 平子 尚丈 多摩 80 (40、40) 大関 孝 ニッソー 85 (45、40)

河野 真一 千葉桜の里 72 (34、38) 田村 次郎 那須小川 80 (39、41) 櫻井 敦 鹿沼 85 (43、42)

4 宮 辰夫 習志野 73 (37、36) 難波 紀幸 大栄 80 (39、41) 中田 一豊 宇都宮 85 (42、43)

永野 真美 土浦 73 (37、36) 大塚 俊男 宇都宮 80 (37、43) 入江 芳史 小山 85 (42、43)

6 志村 幹夫 大洗 74 (38、36) 46 渡辺 勝秀 水戸グリーン 81 (42、39) 鈴木 勇 磯子 85 (39、46)

7 冨田 久三 静ヒルズ 75 (38、37) 吉見 孝義 大日向 81 (41、40) 88 柿岡 啓介 成田 86 (44、42)

和泉 一夫 皐月･佐野 75 (37、38) 久保 真一郎 習志野 81 (39、42) 花ヶ崎 一男 静ヒルズ 86 (43、43)

黄原 鐵夫 麻倉 75 (37、38) 森塚 浩 千葉国際 81 (38、43) 岡安 孝治 大平台 86 (42、44)

10 柳田 秀樹 茨城ロイヤル 76 (38、38) 河野 清 マナ 81 (38、43) 柄澤 玄宏 飯能 86 (42、44)

大川 厚志 玉造 76 (38、38) 橋本 和男 皐月･佐野 81 (37、44) 寺村 義美 千葉 86 (41、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 52 横溝 正治 大洗 82 (44、38) 渡邉 泰広 メイプルポイント 86 (39、47)

深澤 勝彦 大利根 76 (37、39) 吉田 忠史 鹿沼プレミア 82 (43、39) 94 飯岡 勝利 ロイヤルスター 87 (42、45)

坂入 光 大利根 76 (37、39) 櫻井 進 JGM セベバレステロス 82 (42、40) 95 小倉 雄治郎 総武 88 (46、42)

千葉 順一 大洗 76 (36、40) 花香 泰明 レインボーヒルズ 82 (42、40) 中田 俊雄 千葉 88 (46、42)

15 日暮 俊明 扶桑 77 (38、39) 岡田 裕幸 メイプルポイント 82 (41、41) 小峰 政則 東筑波 88 (45、43)

福井 浩之 横浜 77 (38、39) 松岡 徹 東名 82 (41、41) 吉田 尊生 浜野 88 (45、43)

17 相澤 久之 唐沢 78 (42、36) 近藤 昭二 富士笠間 82 (41、41) 村上 和隆 石岡ウエスト 88 (44、44)

白石 忠信 大平台 78 (41、37) 布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 82 (41、41) 三国 勝 総武 88 (42、46)

佐藤 浩一 大栄 78 (41、37) 仁平 克弥 東筑波 82 (40、42) 村上 拓也 セゴビア 88 (41、47)

上村 努 東筑波 78 (41、37) 菊池 新平 大洗 82 (40、42) 102 織原 康志 長太郎 89 (46、43)

市原 和実 総武 78 (41、37) 岩橋 正治 茨城 82 (38、44) 坪井 隆 セゴビア 89 (43、46)

大輪 広明 水戸グリーン 78 (40、38) 63 山菅 利彦 イーグルポイント 83 (45、38) 104 金子 壽波留 水戸 90 (46、44)

中野 正義 富士笠間 78 (39、39) 鈴木 幹也 大洗 83 (45、38) 牧野 寛 鹿沼 90 (46、44)

小池 敏夫 城里 78 (38、40) 戸祭 康夫 日光 83 (43、40) 齋藤 幹夫 日光 90 (44、46)

25 市川 義勝 水戸 79 (40、39) 澤越 博幸 武蔵野 83 (43、40) 107 横井 良彦 GMG八王子 91 (51、40)

永田 昭二 ノースショア 79 (40、39) 友水 基幸 ニッソー 83 (43、40) 山上 利行 太平洋・佐野ヒルクレスト 91 (46、45)

藤城 博美 玉造 79 (40、39) 尾崎 美喜夫 水戸グリーン 83 (43、40) 武田 晴夫 サニー 91 (46、45)

堀井 浩人 立川国際 79 (40、39) 水野谷 章 我孫子 83 (42、41) 河原 勇司 千葉 91 (44、47)

中山 秀之 水戸 79 (39、40) 野妻 秋美 鹿沼 83 (41、42) 111 小西 治幸 総武 92 (47、45)

森田 正浩 大洗 79 (39、40) 岡野 敏幸 総武 83 (40、43) 石田 仁司 総武 92 (44、48)

池田 健次 龍ヶ崎 79 (39、40) 高橋 康之 ノースショア 83 (40、43) 113 山崎 武志 太平洋・佐野ヒルクレスト 94 (47、47)

豊永 武和 ザ・レイクス 79 (38、41) 鈴木 昇 ザ・レイクス 83 (39、44) 114 城山 佳胤 サンコー72 97 (48、49)

辻本 太平 大洗 79 (38、41) 74 横田 忠雄 鹿沼 84 (44、40) 棄権 谷口 英樹 宍戸ヒルズ

加藤 明夫 大平台 79 (37、42) 西岡 博之 総武 84 (44、40) 棄権 羽原 進 武蔵

岩澤 欣裕 大洗 79 (37、42) 堀之内 佳武 サンコー72 84 (44、40) 欠場 阿部 秀夫 小山

鈴木 明彦 霞ヶ関 79 (36、43) 矢川 修 磯子 84 (43、41) 欠場 赤津 昌美 水戸グリーン

37 大林 敏宏 総武 80 (41、39) 片柳 勇 栃木ヶ丘 84 (42、42) 欠場 小林 慶一 霞ヶ関

松島 登紀夫 唐沢 80 (41、39) 尾崎 政見 水戸 84 (42、42) 欠場 高橋 恭一 京葉

吉川 博美 大洗 80 (41、39) 広沢 伸吾 皐月･佐野 84 (41、43)

青山 実 静ヒルズ 80 (40、40) 髙窪 哲夫 大利根 84 (41、43)

6月23日(水)

2021年関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

大洗ゴルフ倶楽部( 6692Yards   Par 72 )


