
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 井上 勇 大利根 71 (35、36) 宍倉 孝行 鷹 80 (40、40) 村越 保 房総 84 (42、42)

2 伊藤 髙太郎 大平台 72 (37、35) 下城 秀元 太田双葉 80 (38、42) 高山 薫 嵐山 84 (40、44)

3 遠藤 斌 南摩城 74 (39、35) 狩野 又男 伊香保国際 80 (37、43) 84 山崎 達男 大平台 85 (46、39)

4 荻野 勉 東松苑 75 (40、35) 44 宮下 隆志 JGMベルエア 81 (43、38) 赤間 貴夫 岡部チサン 85 (45、40)

関口 茂 赤城国際 75 (39、36) 小嶋 敬一 青梅 81 (43、38) 大久保 正義 玉造 85 (45、40)

6 市川 隆夫 赤城GC 76 (39、37) 小林 健三 初穂 81 (43、38) 金丸 保 ザ ナショナル・埼玉 85 (42、43)

小川 恭央 東松苑 76 (38、38) 杉本 薫 静ヒルズ 81 (42、39) 福田 勇 岡部チサン 85 (41、44)

小川 透 岡部チサン 76 (38、38) 森塚 光彦 千葉夷隅 81 (42、39) 佐藤 幹夫 藤岡 85 (41、44)

鈴木 盛生 那須小川 76 (37、39) 関 秀勝 玉造 81 (42、39) 90 加藤 孝司 初穂 86 (45、41)

生形 雅美 千葉 76 (37、39) 佐藤 友久 唐沢 81 (42、39) 酒井 健二 江戸崎 86 (43、43)

竹澤 孝 JGMベルエア 76 (37、39) 本澤 顕一 日高 81 (41、40) 安藤 誠 皐月･鹿沼 86 (40、46)

林 三郎 茨城 76 (36、40) 黒沢 三郎 石坂 81 (41、40) 93 高橋 秀成 千葉 87 (46、41)

金澤 正幸 白帆 76 (36、40) 天沼 保 唐沢 81 (41、40) 横田 恒雄 入間 87 (42、45)

14 會田 茂 フレンドシップ 77 (42、35) 大野 一男 ザ ナショナル・埼玉 81 (40、41) 95 別府 一男 東松苑 88 (44、44)

山田 繁 猿島 77 (41、36) 冨田 昇 房総 81 (40、41) 須長 順一 高山 88 (44、44)

長谷川 壽彦 岡部チサン 77 (40、37) 成田 賢二 大利根 81 (40、41) 井草 義彦 アスレチックガーデン 88 (42、46)

飯田 雅之 高根 77 (40、37) 木村 芳雄 埼玉国際 81 (39、42) 大場 宣明 矢板 88 (42、46)

河田 育雄 太田双葉 77 (40、37) 高田 幸夫 南摩城 81 (38、43) 相田 喜久夫 芳賀 88 (41、47)

小野 進 龍ヶ崎 77 (39、38) 庄司 十志夫 初穂 81 (38、43) 江藤 文夫 東ノ宮 88 (39、49)

染野 光弘 マナ 77 (39、38) 60 筒井 勝利 新潟 82 (44、38) 101 須崎 春雄 芳賀 89 (46、43)

水津 登 扶桑 77 (35、42) 山田 耕市 太田双葉 82 (44、38) 河村 友正 龍ヶ崎 89 (45、44)

22 奥澤 國男 龍ヶ崎 78 (40、38) 志賀 正信 関越ハイランド 82 (42、40) 岸 俊光 大利根 89 (44、45)

染谷 建也 大利根 78 (40、38) 新村 隆成 金砂郷 82 (41、41) 望月 秀敏 高根 89 (43、46)

戸祭 康夫 日光 78 (40、38) 角田 茂晴 大利根 82 (41、41) 大神田 充 神奈川 89 (42、47)

深澤 一三 グレンオークス 78 (39、39) 金子 茂行 埼玉国際 82 (41、41) 106 久保田 充 我孫子 90 (44、46)

高橋 克彦 江戸崎 78 (39、39) 小松崎 尊久 常陽 82 (41、41) 107 山本 禎二 東松苑 91 (49、42)

竹迫 清人 アローエース 78 (39、39) 小野塚 司 白水 82 (40、42) 橋本 功 東松苑 91 (46、45)

林 瑞祥 武蔵松山 78 (37、41) 岡田 俊介 平川 82 (39、43) 田野實 正美 アローエース 91 (42、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 土師 照夫 ザ・レイクス 82 (39、43) 110 平田 育夫 赤城GC 92 (46、46)

磯 誠一 アローエース 78 (37、41) 相澤 東 つくばね 82 (38、44) 塚原 岩雄 日光 92 (46、46)

栗原 宏之 扶桑 78 (36、42) 71 及川 修 千葉 83 (44、39) 112 須藤 正一 東松苑 93 (43、50)

31 瀧波 三男 東松山 79 (42、37) 篠崎 州央 千葉国際 83 (43、40) 欠場 伊藤 正幸 鎌ヶ谷

奈良 知美雄 あさひヶ丘 79 (40、39) 小原 久仁視 穂高 83 (42、41) 欠場 新田 鐘大 妙高

鈴木 弘之 都賀 79 (40、39) 磯 廣 ザ・レイクス 83 (42、41) 欠場 山口 雅司 大利根

長峰 英雄 鹿島の杜 79 (40、39) 高野 健 つくばね 83 (42、41) 欠場 扇 徳男 湯河原

藤生 純 伊香保CC 79 (40、39) 森 静生 ギャツビイ 83 (41、42) 欠場 山口 裕郷 アローエース

福島 克彦 藤岡 79 (39、40) 中村 清 水戸 83 (41、42) 欠場 榎本 幸和 オリムピック

冨田 進 岡部チサン 79 (39、40) 三塚 胤紀 鴻巣 83 (41、42) 欠場 新田 元大 石坂

町田 元一 勝浦 79 (37、42) 79 宇佐見 則男 高根 84 (44、40) 欠場 川端 和憲 小千谷

39 杉山 直樹 赤城GC 80 (42、38) 千明 直一 赤城GC 84 (44、40)

籠宮 敏治 佐野 80 (40、40) 瀧澤 光雄 我孫子 84 (43、41)

4月19日(火)

2022年関東グランドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

東松苑ゴルフ倶楽部( 6121Yards   Par 72 )


