
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 109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 宮 辰夫 習志野 70 (38、32) 太山 哲成 東千葉 77 (36、41) 久松 政人 富士笠間 82 (42、40)

室野 歩 東千葉 70 (36、34) 42 海老原 寿人 我孫子 78 (42、36) 山口 雅司 大利根 82 (42、40)

3 木村 利治 水戸グリーン 71 (36、35) 近藤 昭二 富士笠間 78 (40、38) 舘野 章 芳賀 82 (42、40)

4 林 三郎 茨城 72 (38、34) 坂入 光 大利根 78 (39、39) 榎本 暁彦 大利根 82 (41、41)

野口 勇 クリアビュー 72 (37、35) 中村 保 水戸グリーン 78 (39、39) 三瓶 幸博 平川 82 (41、41)

白石 忠信 大平台 72 (36、36) 岡 靖久 セゴビア 78 (39、39) 衣笠 学 上総モナーク 82 (39、43)

矢口 武之 JGM セベバレステロス 72 (36、36) 宇津 宗三 水戸グリーン 78 (39、39) 88 海野 満 ザ・レイクス 83 (42、41)

8 寺村 義美 千葉 73 (38、35) 工藤 博 千葉 78 (38、40) 瀧澤 光雄 我孫子 83 (41、42)

後藤 栄治 かすみがうら 73 (37、36) 水津 登 扶桑 78 (38、40) 90 小室 徹夫 千葉 84 (46、38)

田中 実 芳賀 73 (36、37) 永井 孝之 芳賀 78 (38、40) 平岡 成介 美浦 84 (44、40)

新倉 利夫 桜 73 (36、37) 中山 秀之 水戸 78 (38、40) 山田 達也 寄居 84 (42、42)

12 太田 冨美夫 千葉 74 (38、36) 篠崎 州央 千葉国際 78 (36、42) 新倉 正明 千葉 84 (42、42)

山下 勝紀 扶桑 74 (37、37) 53 福島 順信 江戸崎 79 (43、36) 増田 和則 飯能 84 (42、42)

降旗 敏夫 習志野 74 (36、38) 大久保 政行 ザ・レイクス 79 (41、38) 95 鬼頭 謙治 平塚富士見 85 (47、38)

渡部 儀勝 土浦 74 (35、39) 友部 宣之 富士笠間 79 (41、38) 高山 薫 嵐山 85 (45、40)

16 長谷川 毅 下田城 75 (39、36) 岡安 孝治 大平台 79 (40、39) 金本 元章 アスレチックガーデン 85 (44、41)

山本 五郎 土浦 75 (39、36) 富田 文雄 茨城 79 (40、39) 小嶋 輝男 富士笠間 85 (43、42)

福田 正明 富士笠間 75 (39、36) 阿部 豊 足利 79 (38、41) 杉本 薫 静ヒルズ 85 (42、43)

大久保 訓 総武 75 (38、37) 石川 紀彦 飯能 79 (38、41) 高橋 秀成 千葉 85 (41、44)

松島 昭利 PGMマリア 75 (37、38) 川田 章 足利 79 (38、41) 101 斉藤 輝雄 千葉 86 (44、42)

21 堂免 孝志 桜 76 (40、36) 高野 敏治 扶桑 79 (38、41) 田村 甲午 飯能くすの樹 86 (44、42)

柏木 豪 ニュー・セントアンドリュース 76 (40、36) 瀬戸 信昭 鷹之台 79 (36、43) 中田 俊雄 千葉 86 (43、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 63 菊池 新平 大洗 80 (44、36) 中村 盛司 スプリングフィルズ 86 (43、43)

鈴木 國也 ザ・ジャパン 76 (39、37) 芋高 信良 JGMやさと石岡 80 (43、37) 105 井上 博 総武 88 (44、44)

菊地 一 相模 76 (39、37) 大塚 洋二 千葉 80 (42、38) 106 伊勢 良一 千葉 89 (46、43)

生形 雅美 千葉 76 (39、37) 安富 秀樹 総武 80 (41、39) 尾崎 美喜夫 水戸グリーン 89 (46、43)

木村 立児 嵐山 76 (39、37) 八木 和男 藤ヶ谷 80 (41、39) 108 奈良 知美雄 あさひヶ丘 91 (44、47)

片柳 勇 栃木ヶ丘 76 (38、38) 池田 倫彦 クリアビュー 80 (41、39) 棄権 土屋 健次 武蔵

藤方 修三 霞台 76 (37、39) 栗原 宏之 扶桑 80 (41、39) 欠場 橋本 正男 習志野

太田 益実 鹿島の杜 76 (37、39) 杉崎 久實 フレンドシップ 80 (40、40) 欠場 山本 広市 総武

志村 幹夫 大洗 76 (37、39) 木村 明 扶桑 80 (40、40) 欠場 中山 知行 総武

山田 俊彦 つくばね 76 (36、40) 若田 直樹 桜 80 (38、42) 欠場 牧 一嘉 習志野

32 湯川 国秋 千葉 77 (40、37) 浮ケ谷 信夫 総武 80 (38、42) 欠場 角田 茂晴 大利根

半沢 秀幸 富士笠間 77 (39、38) 74 石丸 誠司 南摩城 81 (43、38) 欠場 木村 光方 習志野

阪田 哲男 カレドニアン 77 (39、38) 山際 哲雄 千葉 81 (41、40) 欠場 落合 光男 猿島

寺田 智 ニッソー 77 (39、38) 及川 修 千葉 81 (41、40) 欠場 永島 豊 我孫子

加藤 眞悟 川越 77 (39、38) 松山 康明 桜 81 (40、41) 欠場 山本 憲一 我孫子

景山 厚 千葉 77 (38、39) 脇田 三郎 千葉 81 (39、42) 欠場 阿部 秀夫 小山

江藤 文夫 東ノ宮 77 (37、40) 坪井 隆 セゴビア 81 (38、43) 欠場 大須賀 和博 千葉

長峰 英雄 鹿島の杜 77 (37、40) 80 高橋 克彦 江戸崎 82 (45、37)

坂内 義之 栃木ヶ丘 77 (37、40) 佐伯 輝夫 紫 82 (43、39)

8月26日(金)

2022年関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

千葉カントリークラブ川間コース 南・西コース( 6317Yards   Par 72 )


