
会場：

期日：

エントリー： 119名

出場： 102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 下野 修照 鹿沼 72 (34、38) 早川 守 セゴビア 82 (39、43) 安部 景一 川越 87 (44、43)

2 田中 俊行 鳩山 73 (35、38) 42 大川戸 弘治 さいたま 83 (45、38) 鈴木 克彦 船橋 87 (43、44)

3 神 羊二 ノーザン錦ヶ原 75 (39、36) 富澤 紳一郎 鹿沼 83 (44、39) 樋口 憲 総武 87 (43、44)

林 靖浩 武蔵 75 (34、41) 諸星 直樹 入間 83 (44、39) 横島 勝一 大宮国際 87 (42、45)

5 大森 豊 東松山 76 (39、37) 後藤 正弘 スプリングフィルズ 83 (42、41) 馬場 秀樹 さいたま 87 (42、45)

塚﨑 孝 東松山 76 (37、39) 増田 和則 飯能 83 (42、41) 佐口 昭雄 東松苑 87 (41、46)

7 赤坂 晋介 日高 77 (40、37) 丹羽 基広 小金井 83 (40、43) 88 金子 茂行 埼玉国際 88 (45、43)

小島 好夫 飯能くすの樹 77 (39、38) 加藤 睦夫 東松山 83 (40、43) 山口 茂夫 美浦 88 (39、49)

相馬 聡夫 茨城 77 (39、38) 青木 一夫 津久井湖 83 (40、43) 90 内藤 俊也 武蔵 89 (45、44)

岡田 睦広 RAYSUM 77 (39、38) 瀬良垣 淳 岡部チサン 83 (40、43) 中村 元喜 武蔵 89 (42、47)

浅野 博司 浦和 77 (38、39) 肥後 正章 児玉 83 (39、44) 倉橋 学滋 富士箱根 89 (41、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 長田 道洋 春日居 83 (37、46) 93 高橋 信一 平川 90 (45、45)

12 来住野 忠之 さいたま 78 (40、38) 53 中澤 貞利 美里 84 (44、40) 山口 茂利仁 高麗川 90 (43、47)

有山 利男 鳩山 78 (40、38) 高橋 敬二 川越 84 (42、42) 池田 陽介 武蔵 90 (43、47)

矢野 嘉伸 キャスコ花葉 78 (40、38) 角谷 貴志 東松山 84 (42、42) 菊池 知己 嵐山 90 (39、51)

勝山 邦彦 千葉 78 (39、39) 小沼 金一 岡部チサン 84 (41、43) 97 茂呂田 雅幸 ブリック＆ウッド 91 (45、46)

北村 成幸 ノーザン錦ヶ原 78 (39、39) 大部 一成 平川 84 (41、43) 横田 正夫 飯能 91 (43、48)

17 渡辺 顕展 高根 79 (40、39) 小塚 英城 富士小山 84 (40、44) 村田 正彦 皆川城 91 (42、49)

横田 浩 鳩山 79 (40、39) 大内田 愼一郎 岡部チサン 84 (40、44) 100 池田 輝雄 中山 92 (46、46)

澳原 広明 浦和 79 (39、40) 安藤 広幸 岡部チサン 84 (40、44) 棄権 糀畑 元博 富里

池田 靖 総武 79 (39、40) 宮原 優 東松山 84 (39、45) 棄権 和田 光司 嵐山

森 一郎 武蔵 79 (39、40) 62 外池 一雄 船橋 85 (45、40) 欠場 小島 亘 川越

吉田 利治 日本 79 (37、42) 阿部 幸治 岡部チサン 85 (45、40) 欠場 古屋 雅美 岡部チサン

23 飛田 博也 富士チサン 80 (44、36) 東 英樹 東松山 85 (45、40) 欠場 岸 俊光 大利根

細沼 実 JGMベルエア 80 (42、38) 西野 耕一郎 立野クラシック 85 (43、42) 欠場 花吉 精一 津久井湖

井上 信明 湘南シーサイド 80 (41、39) 松本 治 東松山 85 (42、43) 欠場 飯村 弘 越生

吉川 正憲 熊谷 80 (41、39) 柳澤 稔 森林公園 85 (42、43) 欠場 萩原 則之 東千葉

金子 憲三 緑野 80 (39、41) 野﨑 寿之 大浅間 85 (41、44) 欠場 大熊 章夫 都賀

照井 康平 武蔵 80 (39、41) 四分一 武 河口湖 85 (41、44) 欠場 武田 元亨 さいたま

吉田 文雄 霞ヶ関 80 (37、43) 齊藤 哲郎 都 85 (40、45) 欠場 木村 厚 鹿沼

30 中根 俊幸 越生 81 (42、39) 71 渡會 公士 川越 86 (45、41) 欠場 和田 貴之 ゴールド佐野

渡部 隆夫 嵐山 81 (42、39) 林 三郎 茨城 86 (45、41) 欠場 安藤 敬一郎 鳩山

吉田 智雄 石坂 81 (41、40) 林 一夫 川越 86 (44、42) 欠場 加藤 眞悟 川越

友延 仁 東松山 81 (41、40) 徳山 正雄 おおむらさき 86 (42、44) 欠場 染谷 建也 大利根

中野 五雄 大利根 81 (40、41) 75 高橋 幸一 川越 87 (45、42) 欠場 小渕 直史 埼玉国際

江川 健一 平川 81 (37、44) 小川 敬雄 武蔵 87 (44、43) 欠場 首藤 雅 龍ヶ崎

36 瀧波 三男 東松山 82 (42、40) 岡田 順一 東松山 87 (44、43) 欠場 上野 憲二 府中

長野 修 武蔵松山 82 (41、41) 松本 正之 ギャツビイ 87 (44、43) 欠場 中村 康彦 小金井

金子 清 津久井湖 82 (40、42) 青木 新一 東松山 87 (44、43)

齋藤 泰彦 嵐山 82 (39、43) 安藤 公秀 東松山 87 (44、43)

清水 晃 熊谷 82 (39、43) 木暮 政人 嵐山 87 (44、43)

6月28日(月)

2021年関東シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 中・西コース( 6643Yards   Par 72 )


