
会場：

期日：

エントリー： 119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 田村 泰造 嵐山 71 (37、34) 立石 和彦 寄居 78 (37、41) 阿部 茂行 狭山 83 (43、40)

2 中尾 伸一 相模野 72 (36、36) 42 鈴木 将範 八王子 79 (42、37) 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 83 (42、41)

近藤 雅英 相模湖 72 (35、37) 浅川 辰彦 武蔵 79 (41、38) 岡野 公一 東京五日市 83 (40、43)

4 北村 勝一 中津川 73 (39、34) 諸星 幸政 フジ天城 79 (41、38) 前田 正雄 岡部チサン 83 (40、43)

土田 恭章 藤岡 73 (35、38) 牧野 光洋 嵐山 79 (40、39) 霜田 邦明 嵐山 83 (39、44)

6 鈴木 栄一 南摩城 74 (37、37) 西野 伸幸 森林公園 79 (40、39) 藤原 明人 フォレスト鳴沢 83 (39、44)

鈴木 克彦 東名厚木 74 (37、37) 野口 正和 鷹 79 (39、40) 88 広井 智一 ザ ナショナル・埼玉 84 (42、42)

立石 源治 東名厚木 74 (36、38) 小鳥 英樹 大利根 79 (39、40) 田中 義仁 相模湖 84 (41、43)

羽鳥 賢次 相模野 74 (36、38) 東 幸司 オリムピック 79 (39、40) 栗原 隆 相模野 84 (40、44)

岡 時彦 浦和 74 (36、38) 田村 伸光 太田双葉 79 (38、41) 飯田 隆男 オリムピック 84 (40、44)

11 長尾 博文 青梅 75 (40、35) 山野 純也 立野クラシック 79 (38、41) 菅野 博 中央都留 84 (39、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 岡田 義和 武蔵 79 (36、43) 93 高橋 充 南摩城 85 (46、39)

柿沼 博司 皆川城 75 (40、35) 53 木村 立児 嵐山 80 (42、38) 森田 保 入間 85 (45、40)

初川 輝純 メイプルポイント 75 (39、36) 加藤 力也 東京国際 80 (42、38) 椎名 康之 武蔵 85 (44、41)

守屋 繁治 ザ ナショナル・埼玉 75 (38、37) 福田 聡 狭山 80 (41、39) 増山 浩喜 GMG八王子 85 (44、41)

本澤 顕一 日高 75 (37、38) 室井 雅之 飯能 80 (40、40) 下田 倍夫 相模湖 85 (44、41)

住吉 正光 森林公園 75 (37、38) 青木 安輝 GMG八王子 80 (40、40) 南 聖二 メイレイクヒルズ 85 (44、41)

田中 照美 オリムピックナショナル 75 (37、38) 三原 直樹 富士レイクサイド 80 (40、40) 高橋 喜之 大相模 85 (42、43)

流 英一 加茂 75 (35、40) 山本 博英 取手国際 80 (40、40) 加藤 道雄 鶴 85 (42、43)

19 小林 賢司 飯能グリーン 76 (39、37) 松原 弘之 相模湖 80 (39、41) 101 大久保 秀樹 大宮国際 86 (46、40)

土田 晃成 さいたま梨花 76 (37、39) 仙庭 悟 玉川 80 (39、41) 博山 守 清川 86 (44、42)

松下 公哉 森林公園 76 (37、39) 秋山 良一 武蔵 80 (39、41) 103 早坂 俊則 皐月･佐野 88 (42、46)

土屋 健次 武蔵 76 (37、39) 永井 宏 相模野 80 (38、42) 石川 紀彦 飯能 88 (42、46)

榎本 善重 湘南シーサイド 76 (37、39) 64 塩谷 孝光 メイプルポイント 81 (43、38) 鈴木 修 富士 88 (41、47)

森園 良二 埼玉国際 76 (35、41) 中川 俊哉 美浦 81 (42、39) 森 勇二 霞ヶ関 88 (41、47)

25 關橋 光一 ザ ナショナル・埼玉 77 (41、36) 飯塚 忠夫 埼玉国際 81 (41、40) 107 小野 恭嗣 高根 89 (46、43)

辻野 寛次 越生 77 (40、37) 片野 由次 オリムピック 81 (41、40) 布施 勝章 高根 89 (45、44)

飯田 雅之 高根 77 (39、38) 磯崎 守良 南摩城 81 (40、41) 松田 健一 高根 89 (44、45)

箕輪 進 東京よみうり 77 (39、38) 小林 好司 飯能 81 (40、41) 110 田邉 光男 飯能 91 (47、44)

小澤 隆 オリムピック 77 (39、38) 高田 豪 東京五日市 81 (40、41) 111 長浜 浄 相模野 92 (45、47)

市川 洋治 飯能グリーン 77 (38、39) 榎夲 和正 八王子 81 (38、43) 112 森田 治夫 武蔵 94 (49、45)

伊禮 進 埼玉国際 77 (38、39) 渡邉 昌明 フジ天城 81 (38、43) 失格 伊藤 隆二 東松山

飯島 良浩 東松山 77 (38、39) 73 牛之濵 純俊 おおむらさき 82 (42、40) 欠場 金山 将 ノーザン錦ヶ原

33 山下 明 飯能グリーン 78 (41、37) 佐藤 喜三夫 平川 82 (42、40) 欠場 染谷 健市 扶桑

市川 清 森林公園 78 (40、38) 大久保 慎也 さいたま梨花 82 (41、41) 欠場 小豆野 修 オリムピック

小島 光正 岡部チサン 78 (40、38) 池田 憲治 嵐山 82 (40、42) 欠場 松井 幸雄 オリムピック・レイクつぶらだ

菅井 雅之 嵐山 78 (40、38) 鈴木 俊武 メイプルポイント 82 (40、42) 欠場 峯澤 克之 メイプルポイント

横田 雅一 妙高サンシャイン 78 (39、39) 小山 博義 飯能グリーン 82 (37、45) 欠場 井上 達 飯能

北田 肇 GMG八王子 78 (39、39) 79 川野 一豊 オリムピック 83 (45、38)

島村 敏 八王子 78 (39、39) 高雄 章 ノーザン錦ヶ原 83 (44、39)

萩野 邦宏 皐月･佐野 78 (37、41) 松平 光徳 玉川 83 (43、40)

6月21日(月)

2021年関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

飯能グリーンカントリークラブ( 6537Yards   Par 72 )


