
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 113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 眞崎 敏寛 南総 70 (35、35) 吉田 潔 本千葉 79 (37、42) 田丸 芳明 ノーザン錦ヶ原 83 (40、43)

2 今井 亘 香取 72 (37、35) 後藤 正弘 スプリングフィルズ 79 (37、42) 三浦 悦郎 富士チサン 83 (40、43)

3 岩橋 正治 茨城 73 (37、36) 43 野村 仁志 東千葉 80 (42、38) 鈴木 勇 磯子 83 (40、43)

渡辺 勝秀 烏山城 73 (37、36) 辻本 太平 大洗 80 (41、39) 85 岡田 俊介 平川 84 (43、41)

鈴木 東一 京 73 (36、37) 﨑山 一茂 PGMマリア 80 (40、40) 橋本 邦夫 茨城 84 (42、42)

大野 政治 土浦 73 (35、38) 松下 公哉 森林公園 80 (39、41) 中島 有二 グレンオークス 84 (42、42)

上重 修 東千葉 73 (35、38) 西山 寛 鷹之台 80 (39、41) 斎藤 光男 東京湾 84 (38、46)

8 小倉 幸雄 房州 74 (38、36) 大林 敏宏 総武 80 (39、41) 89 内山 時夫 鷹之台 85 (45、40)

市原 澄彦 イーグルポイント 74 (36、38) 森 文徳 成田ヒルズ 80 (38、42) 小野 進 龍ヶ崎 85 (42、43)

10 野上 淳一 龍ヶ崎 75 (38、37) 延田 政弘 米原 80 (37、43) 佐取 信彦 唐沢 85 (42、43)

西川 幸一郎 府中 75 (38、37) 俵 聖徳 富士箱根 80 (37、43) 村瀬 雅宣 姉ヶ崎 85 (42、43)

町田 元一 勝浦 75 (37、38) 52 青木 克浩 東京湾 81 (42、39) 田葉 正信 龍ヶ崎 85 (41、44)

13 土屋 知廣 イーグルレイク 76 (40、36) 末石 博邦 万木城 81 (41、40) 佐瀬 敏夫 新千葉 85 (39、46)

小松崎 尊久 常陽 76 (38、38) 高橋 康之 セントラル 81 (41、40) 95 今野 達則 我孫子 86 (45、41)

鈴木 隆之 米原 76 (38、38) 日吉 健二 東京湾 81 (40、41) 菅沢 寛健 袖ヶ浦 86 (42、44)

鯨井 章 常陽 76 (37、39) 山中 猛 箱根 81 (40、41) 杉山 直樹 赤城GC 86 (42、44)

17 中島 仁三 グレンオークス 77 (40、37) 山本 二朗 相模原 81 (40、41) 山本 博英 取手国際 86 (41、45)

大木 敏夫 龍ヶ崎 77 (40、37) 木村 芳雄 埼玉国際 81 (39、42) 99 美濃村 和男 龍ヶ崎 87 (45、42)

安藤 秀二 浜野 77 (39、38) 大川 厚志 玉造 81 (39、42) 土屋 博義 我孫子 87 (44、43)

布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 77 (39、38) 渡辺 良隆 白鳳 81 (37、44) 井上 達 飯能 87 (44、43)

村上 和隆 石岡ウエスト 77 (38、39) 61 矢吹 元良 ゴールデンレイクス 82 (44、38) 澁谷 重氏 新千葉 87 (43、44)

松本 武夫 成田 77 (37、40) 内田 典男 カレドニアン 82 (44、38) 福井 寛隆 中山 87 (42、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 宇佐美 正仁 龍ヶ崎 82 (43、39) 安田 成喜 我孫子 87 (41、46)

23 上田 和永 成田ハイツリー 78 (42、36) 松井 英一 猿島 82 (42、40) 105 樋口 哲夫 阿見 89 (46、43)

深澤 一三 グレンオークス 78 (41、37) 篠崎 俊治 総武 82 (42、40) 萩原 則之 東千葉 89 (45、44)

染野 光弘 マナ 78 (41、37) 和田 泰治 房総 82 (41、41) 山本 哲也 平川 89 (45、44)

齋藤 元志郎 真名 78 (40、38) 山崎 勝也 立野クラシック 82 (41、41) 井上 明 飯能 89 (44、45)

石原 裕士 東千葉 78 (40、38) 佐久間 義雄 姉ヶ崎 82 (41、41) 109 野澤 元 富士チサン 91 (45、46)

植松 進一 平川 78 (39、39) 大辻 順英 総武 82 (41、41) 110 大久保 正義 玉造 94 (52、42)

永野 真美 土浦 78 (39、39) 大野 和昭 PGM総成 82 (41、41) 棄権 河島 信吉 大利根

渡邉 幸男 千葉夷隅 78 (37、41) 岡田 謙二 阿見 82 (39、43) 棄権 小川 修二 龍ヶ崎

31 内山 訓治 鷹之台 79 (42、37) 72 横関 謙治 富士 83 (44、39) 棄権 山崎 道孝 鶴

島村 誠 取手桜が丘 79 (41、38) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 83 (43、40) 欠場 芦澤 達雄 我孫子

石井 哲夫 東京湾 79 (41、38) 中島 正 龍ヶ崎 83 (43、40) 欠場 森塚 光彦 鶴舞

田中 秀幸 南総 79 (40、39) 石原 紀一 総武 83 (43、40) 欠場 白井 敏夫 総武

関 秀勝 玉造 79 (40、39) 谷田貝 幸弘 東我孫子 83 (42、41) 欠場 井戸田 照義 富士

池田 健次 龍ヶ崎 79 (40、39) 江川 健一 平川 83 (42、41) 欠場 石井 誠 鶴

平野 正行 姉ヶ崎 79 (40、39) 久保田 充 我孫子 83 (42、41) 欠場 橋本 哲夫 総武

小澤 喜宏 ニッソー 79 (40、39) 冨田 昇 房総 83 (41、42) 欠場 福原 純一 姉ヶ崎

奥野 高志 都賀 79 (40、39) 渡辺 耕一 船橋 83 (41、42)

額賀 義朗 鷹之台 79 (38、41) 沢登 勝良 船橋 83 (40、43)

8月24日(水)

2022年関東ミッドシニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース( 6452Yards   Par 72 )


