
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 108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 風間 智行 小田原･松田 71 (37、34) 青島 順 富士小山 80 (41、39) 水田 文生 ブリック＆ウッド 86 (43、43)

2 尾上 博治 さいたま梨花 72 (37、35) 永井 英輔 東京国際 80 (41、39) 小川 晃一 東京国際 86 (43、43)

3 山ノ上 利充 秦野 73 (36、37) 梅澤 武彦 相模原 80 (40、40) 板東 徹行 平塚富士見 86 (42、44)

4 安藤 浩司 東名 75 (39、36) 蛯名 忠親 チェックメイト 80 (40、40) 伊豆 哲二 大厚木 86 (42、44)

石井 孝司 東松山 75 (38、37) 谷内 三千夫 カレドニアン 80 (39、41) 岩本 陽一郎 オリムピック 86 (41、45)

坪井 浩一 相模原 75 (38、37) 相田 昌樹 木更津 80 (39、41) 87 上中 康則 平塚富士見 87 (47、40)

7 中原 正人 大相模 76 (41、35) 買手 徳唯 東京湾 80 (39、41) 安藤 弘 富士宮 87 (44、43)

光山 富夫 横浜 76 (36、40) 石井 重次 メイプルポイント 80 (39、41) 新井田 尚弘 東名 87 (43、44)

上條 英二 桜ヒルズ 76 (35、41) 49 宮坂 和秀 オリムピック 81 (47、34) 90 新井 宏信 沼津 88 (47、41)

10 柴田 博文 ザ・レイクス 77 (41、36) 竹花 英文 龍ヶ崎 81 (42、39) 米澤 秀治 ギャツビイ 88 (46、42)

中村 正美 小田原･松田 77 (40、37) 平澤 章好 ギャツビイ 81 (42、39) 井戸田 照義 富士 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 日吉 健二 東京湾 81 (42、39) 大工原 定雄 津久井湖 88 (44、44)

井上 雅彦 相模原 77 (39、38) 平林 哲也 石坂 81 (42、39) 安達 光宣 リバー富士 88 (43、45)

杉山 猛美 東名 77 (39、38) 山田 秀樹 習志野 81 (41、40) 前山 正隆 富士小山 88 (42、46)

竹倉 敦 平塚富士見 77 (38、39) 55 青木 克浩 東京湾 82 (43、39) 堀 正樹 東京よみうり 88 (41、47)

榎本 幸和 オリムピック 77 (38、39) 鬼頭 謙治 平塚富士見 82 (43、39) 97 長谷川 主一 オリムピック 89 (44、45)

萩原 克芳 ブリック＆ウッド 77 (36、41) 磯 哲雄 伊勢原 82 (42、40) 小菅 憲太郎 箱根 89 (40、49)

17 阿部 俊幸 秦野 78 (42、36) 野中 敏夫 東京湾 82 (41、41) 99 島路 清惠 横浜 90 (45、45)

小林 一三 リバー富士 78 (42、36) 永瀬 哲弥 東京五日市 82 (40、42) 蛭田 克己 秦野 90 (45、45)

大神田 巧 河口湖 78 (41、37) 宮澤 泰三 東京よみうり 82 (40、42) 大島 崇 チェックメイト 90 (40、50)

日比生 泰宏 相模原 78 (40、38) 高垣 浩一 扶桑 82 (39、43) 102 山中 智 ブリック＆ウッド 91 (47、44)

斎藤 太津規 セゴビア 78 (40、38) 瀬戸 千尋 伊勢原 82 (39、43) 橋爪 健太郎 平塚富士見 91 (45、46)

杉山 賢治 本厚木 78 (39、39) 永山 守 武蔵野 82 (37、45) 奥山 晃男 東京湾 91 (44、47)

加藤 明弘 秦野 78 (39、39) 河久保 忠 津久井湖 82 (36、46) 105 森川 均 相模原 92 (43、49)

高橋 康佑宏 富士箱根 78 (39、39) 65 小柳 式夫 セゴビア 83 (43、40) 106 近藤 秀明 茨城 94 (49、45)

山口 賢一郎 富士小山 78 (38、40) 山本 喜伸 富士箱根 83 (42、41) 永田 邦春 セゴビア 94 (47、47)

山本 二朗 相模原 78 (37、41) 安藤 英俊 東名 83 (41、42) 108 山田 達也 寄居 98 (44、54)

宇津木 仁 セゴビア 78 (36、42) 68 石井 哲夫 東京湾 84 (43、41) 欠場 西岡 浩一 船橋

28 五味 俊彦 八王子 79 (42、37) 69 市原 澄彦 イーグルポイント 85 (46、39) 欠場 成田 正義 秦野

渡邊 貞男 リバー富士 79 (40、39) 西田 俊哉 秦野 85 (45、40) 欠場 中尾 隆幸 南総

鈴木 淳一 南総 79 (40、39) 北牧 裕幸 長岡 85 (44、41) 欠場 殿岡 卓幸 リバー富士

中川 雅義 沼津 79 (39、40) 千北 光仁 チェックメイト 85 (44、41) 欠場 森 静生 ギャツビイ

齋 和彦 東京クラシック 79 (39、40) 篠生 功 伊勢原 85 (43、42) 欠場 玉置 敏光 立川国際

窪崎 浩明 東京湾 79 (38、41) 眞々田 恒久 紫 85 (43、42) 欠場 小泉 彰 伊勢原

水池 祐 フレンドシップ 79 (38、41) 75 丹野 富壽 伊豆にらやま 86 (45、41) 欠場 鹿島 康裕 相模原

高安 博之 相模原 79 (38、41) 望月 敬次 オリムピック 86 (45、41) 欠場 内野 秀紀 相模

36 阿部 逸朗 東京よみうり 80 (44、36) 及川 克彦 富士小山 86 (45、41) 欠場 大沼 貴史 鎌倉

梅原 豊司 富士宮 80 (43、37) 椎木 茂 富士小山 86 (44、42) 欠場 飯塚 悟 PGMマリア

千野 英樹 茨城 80 (43、37) 谷口 修 木更津 86 (44、42) 欠場 星野 英彦 太平洋・御殿場

津下 和久 太平洋・御殿場 80 (42、38) 渡辺 久恭 凾南 86 (44、42)

矢部 嘉一 東京国際 80 (41、39) 阿部 和弘 湘南シーサイド 86 (43、43)

6月29日(火)

2021年関東シニアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 西コース( 6511Yards   Par 72 )


