
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 112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 美濃村 和男 龍ヶ崎 73 (36、37) 西澤 洪太 京葉 82 (41、41) 白石 勇 総武 86 (42、44)

眞崎 敏寛 南総 73 (35、38) 落合 光男 猿島 82 (40、42) 金田 昌富 筑波 86 (42、44)

3 宮 辰夫 習志野 75 (37、38) 島岡 利夫 総武 82 (40、42) 佐藤 豊 鎌ヶ谷 86 (40、46)

伊藤 正利 長太郎 75 (35、40) 上重 修 東千葉 82 (40、42) 末石 博邦 万木城 86 (40、46)

5 長尾 福治郎 成田 76 (40、36) 藤方 修三 霞台 82 (40、42) 植松 進一 平川 86 (40、46)

染谷 健市 扶桑 76 (35、41) 近藤 昭二 富士笠間 82 (38、44) 87 石丸 誠司 南摩城 87 (44、43)

7 江川 健一 平川 77 (40、37) 関根 敏治 霞台 82 (38、44) 中村 昇 成田東 87 (43、44)

矢吹 元良 ゴールデンレイクス 77 (36、41) 48 大畑 秀夫 江戸崎 83 (43、40) 今村 彰 千葉 87 (43、44)

9 杉崎 久實 フレンドシップ 78 (40、38) 木村 光方 習志野 83 (43、40) 前田 芳雄 江戸崎 87 (43、44)

平戸 進二 清川 78 (39、39) 遠山 光男 鷹 83 (42、41) 伊原 勇 総武 87 (43、44)

大和 昭光 大多喜 78 (39、39) 湯川 国秋 千葉 83 (41、42) 田中 啓文 霞台 87 (42、45)

山田 勧 東千葉 78 (38、40) 森 文徳 成田ヒルズ 83 (41、42) 安室 博明 ロイヤルスター 87 (42、45)

大野 政治 土浦 78 (37、41) 53 延田 政弘 米原 84 (44、40) 木村 安政 猿島 87 (42、45)

14 中島 有二 グレンオークス 79 (43、36) 渡辺 章 船橋 84 (44、40) 95 田辺 規充 小金井 88 (45、43)

橋谷田 惠二 霞台 79 (41、38) 澁谷 重氏 新千葉 84 (42、42) 居石 春満 赤羽 88 (45、43)

山本 五郎 土浦 79 (41、38) 大塚 健二 出島 84 (42、42) 笠井 正明 習志野 88 (44、44)

浅井 一夫 新千葉 79 (41、38) 川口 博 GMG八王子 84 (41、43) 98 川上 晃 船橋 89 (48、41)

安富 秀樹 総武 79 (41、38) 重光 健一 長太郎 84 (39、45) 99 甲斐 利男 佐倉 90 (46、44)

内山 訓治 鷹之台 79 (39、40) 59 渡辺 宏 江戸崎 85 (45、40) 脇田 三郎 千葉 90 (45、45)

谷 真 桜ヶ丘 79 (38、41) 周本 昌山 ロイヤルスター 85 (44、41) 篠崎 俊治 総武 90 (41、49)

21 石井 幹 千葉桜の里 80 (42、38) 野田 展央 南富士 85 (44、41) 102 荒井 忠夫 クリアビュー 92 (48、44)

根本 昭廣 鎌ヶ谷 80 (41、39) 鵜澤 和 東千葉 85 (44、41) 山口 宗英 船橋 92 (47、45)

福島 順信 江戸崎 80 (40、40) 川島 謙扶 新千葉 85 (44、41) 門田 孝一 PGM総成 92 (47、45)

大数加 祥平 鎌ヶ谷 80 (39、41) 田島 宏昭 桜 85 (43、42) 105 渡辺 敏夫 マグレガー 94 (47、47)

山下 勝紀 扶桑 80 (39、41) 渡辺 和喜 船橋 85 (43、42) 樋口 薦 セゴビア 94 (47、47)

26 櫻井 延秋 新千葉 81 (43、38) 高橋 光行 船橋 85 (43、42) 村上 洋次 マグレガー 94 (47、47)

砂山 武則 越生 81 (42、39) 舘野 光夫 グレンオークス 85 (42、43) 尹 弘一 袖ヶ浦 94 (46、48)

田葉 正信 龍ヶ崎 81 (42、39) 真辺 秀範 習志野 85 (42、43) 109 長野 雄一郎 大洗 95 (52、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 白鳥 宏司 袖ヶ浦 85 (42、43) 110 齋藤 博活 万木城 99 (48、51)

田口 操 大洗 81 (41、40) 額賀 義朗 鷹之台 85 (42、43) 111 皆川 眞規夫 大洗 100 (46、54)

草野 俊正 ザ・レイクス 81 (40、41) 斎藤 光男 東京湾 85 (41、44) 棄権 丸 善治 館山

竹岡 和彦 那須GC 81 (39、42) 西山 靖彦 白鳳 85 (41、44) 欠場 原 隆昭 高麗川

新倉 利夫 桜 81 (39、42) 佐久間 義雄 姉ヶ崎 85 (41、44) 欠場 近藤 次郎 成田東

島村 誠 取手桜が丘 81 (39、42) 櫻本 實 JGM セベバレステロス 85 (38、47) 欠場 土屋 博義 我孫子

若田 直樹 桜 81 (38、43) 75 日吉 健二 東京湾 86 (45、41) 欠場 安藤 堅太郎 大利根

35 大木 敏夫 龍ヶ崎 82 (44、38) 沢登 勝良 船橋 86 (45、41) 欠場 相原 傳次 大利根

花ヶ崎 一男 静ヒルズ 82 (43、39) 井上 博 総武 86 (44、42) 欠場 加藤 明 鎌ヶ谷

友部 宣之 富士笠間 82 (42、40) 越川 正雄 香取 86 (44、42) 欠場 菅沢 寛健 袖ヶ浦

久松 政人 富士笠間 82 (41、41) 那須 哲郎 桜 86 (44、42) 欠場 角南 道弘 中山

川上 良一 鎌ヶ谷 82 (41、41) 飯田 廣 京葉 86 (43、43)

中山 知行 総武 82 (41、41) 菅野 康史 山田 86 (43、43)

4月25日(月)

2022年関東グランドシニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

船橋カントリークラブ( 6293Yards   Par 72 )


