
会場：

期日：

エントリー： 118名

出場： 111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 鈴木 隆之 米原 72 (36、36) 木下 勇人 東千葉 81 (40、41) 岡野 明 東京国際 86 (40、46)

2 石井 勉 中山 73 (35、38) 42 田中 秀幸 南総 82 (43、39) 高橋 智範 JGM セベバレステロス 86 (40、46)

3 嶋野 菊治 加茂 74 (37、37) 尾﨑 博 千葉夷隅 82 (42、40) 石山 美紀 八幡 86 (40、46)

4 藤田 祐司 皐月･佐野 75 (38、37) 細谷 和敏 かすみがうら 82 (41、41) 後藤 浩 JGM セベバレステロス 86 (39、47)

小野寺 智夫 府中 75 (38、37) 植草 豊治 鎌ヶ谷 82 (41、41) 86 辻 博正 紫 87 (44、43)

鈴木 國也 ザ・ジャパン 75 (38、37) 中村 英彦 府中 82 (41、41) 渡辺 清一 万木城 87 (42、45)

小原 剛一 JGM セベバレステロス 75 (37、38) 早水 保貴 アスレチックガーデン 82 (41、41) 鶴町 和久 富里 87 (42、45)

笠井 昌孝 鶴 75 (36、39) 澤井 均 東千葉 82 (40、42) 橋口 貢一 カレドニアン 87 (42、45)

9 田村 一美 千葉夷隅 76 (37、39) 高波 幸夫 ザ・ジャパン 82 (40、42) 谷本 俊雄 ザ・ジャパン 87 (42、45)

石井 昌紀 鶴舞 76 (36、40) 橋本 要 ザ・竜ヶ崎 82 (38、44) 91 伊藤 史麿 浜野 88 (46、42)

11 松村 滋基 PGMマリア 77 (41、36) 平野 正行 姉ヶ崎 82 (38、44) 金澤 克彦 静ヒルズ 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 大谷 隆 東千葉 82 (38、44) 堀切 宗弘 東千葉 88 (44、44)

大島 康宏 鶴舞 77 (39、38) 53 松井 周生 江戸崎 83 (43、40) 植木 英則 鶴舞 88 (43、45)

原田 晃 袖ヶ浦 77 (38、39) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 83 (43、40) 杉本 博史 船橋 88 (40、48)

佐久間 淳 千葉夷隅 77 (38、39) 今井 正岳 霞台 83 (42、41) 96 櫟本 健夫 ブリック＆ウッド 89 (44、45)

菊池 幸人 富士市原 77 (37、40) 川井 龍太郎 鎌ヶ谷 83 (42、41) 若林 彰 リバー富士 89 (43、46)

16 黒田 隆雅 東京国際 78 (41、37) 小野塚 惠治 山田 83 (41、42) 川合 一郎 東京湾 89 (42、47)

石倉 真成 中山 78 (40、38) 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 83 (40、43) 99 堀江 裕明 ザ・ジャパン 90 (47、43)

榎本 盛 富士市原 78 (40、38) 木村 忠典 鶴舞 83 (38、45) 三木 康弘 南総 90 (47、43)

島田 竜泰 富士市原 78 (39、39) 60 平岡 成介 美浦 84 (44、40) 小野 保彦 横浜 90 (46、44)

金岡 治久 新千葉 78 (38、40) 小野 雅央 PGM総成 84 (43、41) 増田 高彦 京 90 (45、45)

辰已 毅 真名 78 (38、40) 恩田 篤行 鶴舞 84 (43、41) 宮 健一 千葉 90 (43、47)

金城 彰 花生 78 (38、40) 廣岡 孝通 東京カントリー 84 (43、41) 104 家泉 英明 東千葉 91 (49、42)

磯野 芳 加茂 78 (37、41) 佐々木 康夫 鶴舞 84 (42、42) 樋口 哲夫 阿見 91 (48、43)

山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 78 (37、41) 上原 真次郎 南総 84 (42、42) 藤本 鎮 ワンウェイ 91 (44、47)

25 佐藤 正樹 京葉 79 (42、37) 福原 純一 姉ヶ崎 84 (41、43) 107 山田 浩之 龍ヶ崎 92 (42、50)

滝澤 泰三 習志野 79 (41、38) 池上 典成 鶴舞 84 (41、43) 108 篠崎 俊治 総武 93 (47、46)

平山 芳照 ノースショア 79 (41、38) 宮田 正奈雄 東京湾 84 (41、43) 萩原 常康 平塚富士見 93 (44、49)

中村 由一郎 鶴舞 79 (40、39) 斉藤 哲也 京 84 (40、44) 110 齋藤 栄一 東千葉 94 (45、49)

加瀬 博章 大利根 79 (40、39) 仲村 高穂美 中山 84 (40、44) 棄権 中上 浩三 浜野

中田 辰悟 大利根 79 (40、39) 五十嵐 俊一 京 84 (40、44) 欠場 知久 慎治 浜野

大本 昌宏 宍戸ヒルズ 79 (39、40) 72 山本 浩一郎 姉ヶ崎 85 (45、40) 欠場 徳永 聖也 千葉

上重 修 東千葉 79 (38、41) 飯伏 修 かずさ 85 (45、40) 欠場 糟谷 治男 我孫子

鈴木 正信 JGM セベバレステロス 79 (38、41) 鈴木 俊昭 太平洋・佐野ヒルクレスト 85 (43、42) 欠場 砂山 武則 越生

小川 貴央 総武 79 (37、42) 徳山 隆 総武 85 (43、42) 欠場 田城 亨 富士市原

35 森塚 実 カレドニアン 80 (42、38) 吉原 明裕 新千葉 85 (42、43) 欠場 松島 昭利 PGMマリア

村田 達勇 成田ヒルズ 80 (39、41) 林 秀典 佐原 85 (42、43) 欠場 渡辺 和彦 万木城

豊田 弘司 万木城 80 (39、41) 天門 原動 ロイヤルスター 85 (40、45)

廣部 清隆 館山 80 (37、43) 市川 透 万木城 85 (40、45)

繁田 勝 鴻巣 80 (37、43) 80 濱田 圭一 京葉 86 (43、43)

40 鎌田 孝史 PGM総成 81 (46、35) 恵美 隆之 鶴舞 86 (42、44)

6月25日(金)

2021年関東シニアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

鶴舞カントリー倶楽部 東コース( 6535Yards   Par 72 )


