
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 107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 西田 豊明 富士小山 72 (37、35) 峯澤 克之 メイプルポイント 82 (40、42) 中島 健仁 相模湖 87 (42、45)

2 上野 雅之 相模原 73 (36、37) 新井 宏信 沼津 82 (39、43) 小原 久仁視 穂高 87 (42、45)

3 鈴木 克彦 東名厚木 75 (38、37) 中安 宏元 豊岡国際 82 (39、43) 大谷 勝彦 戸塚 87 (41、46)

内山 隆昭 伊豆にらやま 75 (36、39) 石井 米二郎 中央都留 82 (39、43) 北田 正喜 オリムピックナショナル 87 (40、47)

5 斎藤 広巳 大利根 76 (40、36) 佐々木 雄二 凾南 82 (38、44) 86 吉川 稔 相模湖 88 (46、42)

渡邊 貞男 リバー富士 76 (39、37) 46 五十嵐 利雄 伊豆にらやま 83 (43、40) 土井 致萬 リバー富士 88 (45、43)

7 及川 克彦 富士小山 77 (39、38) 渡邉 憲治 富士宮 83 (42、41) 杉本 武一 春日居 88 (44、44)

加藤 清司 千葉夷隅 77 (38、39) 立石 源治 東名厚木 83 (41、42) 89 簑島 利文 平塚富士見 89 (46、43)

山口 賢一郎 富士小山 77 (38、39) 市川 房雄 御殿場東名 83 (41、42) 嶋田 博明 伊豆にらやま 89 (44、45)

梅原 豊司 富士宮 77 (38、39) 石井 孝一 千葉夷隅 83 (41、42) 増田 誠司 中津川 89 (42、47)

片野 由次 オリムピック 77 (37、40) 高橋 久雄 赤羽 83 (41、42) 92 野崎 英治 相模湖 90 (47、43)

戸祭 康夫 日光 77 (37、40) 原 繼雄 横浜 83 (40、43) 石川 典良 東名 90 (46、44)

13 北原 弘 伊豆にらやま 78 (39、39) 53 竹内 正次 富士小山 84 (42、42) 小野 保彦 横浜 90 (44、46)

加藤 至康 富士宮 78 (38、40) 長谷川 壽彦 岡部チサン 84 (42、42) 毎熊 克則 上総モナーク 90 (43、47)

15 岸本 俊三 相模野 79 (40、39) 元木 一利 中津川 84 (42、42) 寺田 隆 大相模 90 (43、47)

渡部 龍彦 伊豆にらやま 79 (40、39) 鈴木 昭彦 三島 84 (41、43) 加藤 勝彦 緑野 90 (43、47)

嶋崎 太一 横浜 79 (40、39) 吉永 昇 岡部チサン 84 (41、43) 青山 喜美男 横浜 90 (42、48)

大塚 正治 朝霧ジャンボリー 79 (40、39) 青木 一夫 津久井湖 84 (40、44) 川原 修 富士箱根 90 (41、49)

小塚 英城 富士小山 79 (40、39) 江藤 晃好 沼津 84 (39、45) 100 桧山 広道 芙蓉 93 (50、43)

菅井 雅之 嵐山 79 (39、40) 60 露木 政夫 赤羽 85 (46、39) 金子 正史 横浜 93 (46、47)

阿部 和弘 湘南シーサイド 79 (39、40) 高木 克巳 青梅 85 (44、41) 久保田 始 オリムピック 93 (46、47)

小久江 正人 ホロン 79 (39、40) 長﨑 修 大厚木 85 (44、41) 103 野村 和男 スターツ笠間 97 (50、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 平林 哲也 石坂 85 (43、42) 104 相場 與志雄 中津川 103 (53、50)

平田 泰博 沼津 79 (38、41) 松本 繁治 PGM総成 85 (43、42) 棄権 金井 勉 相模湖

24 大石 義數 レインボー 80 (42、38) 鮫島 康孝 秦野 85 (43、42) 棄権 高橋 是光 サンヒルズ

寺本 貢尚 朝霧ジャンボリー 80 (40、40) 長田 晃 戸塚 85 (42、43) 棄権 大熊 章夫 都賀

鈴木 守 ミオス菊川 80 (40、40) 中富 浩 富士箱根 85 (41、44) 欠場 室井 誠二郎 狭山

大貫 亨 長竹 80 (40、40) 山中 智 ブリック＆ウッド 85 (40、45) 欠場 高野 健 つくばね

志村 堅二 東京よみうり 80 (39、41) 69 平田 良彦 沼津 86 (44、42) 欠場 本橋 寿一 霞ヶ関

29 安達 光宣 リバー富士 81 (42、39) 長尾 博文 青梅 86 (43、43) 欠場 山本 通麿 レインボー

石井 卓昌 中津川 81 (42、39) 米山 福吉 富士小山 86 (42、44) 欠場 小林 一三 リバー富士

吉川 裕治 富士箱根 81 (41、40) 河合 真人 東京国際 86 (39、47) 欠場 髙橋 重司 東名

平野 恭治 磯子 81 (41、40) 73 藤井 義文 秦野 87 (45、42) 欠場 池谷 雅義 沼津

山田 秀樹 習志野 81 (41、40) 紺屋 博行 PGM総成 87 (45、42) 欠場 金子 泰雄 横浜

飯田 嘉之 狭山 81 (40、41) 飯田 雅之 高根 87 (45、42) 欠場 平野 洋一 大厚木

大輪 広明 水戸グリーン 81 (38、43) 小久保 敦司 相模湖 87 (44、43) 欠場 高橋 孝和 レインボー

36 佐々木 巧 相模湖 82 (43、39) 森川 均 相模原 87 (44、43) 欠場 齊藤 重一 御殿場東名

島路 清惠 横浜 82 (43、39) 加藤 明弘 秦野 87 (44、43) 欠場 下倉 安麿 霞ヶ関

石川 隆正 南富士 82 (42、40) 伊勢 晃一 姉ヶ崎 87 (44、43) 欠場 高井 正行 小田原･松田

小野寺 利丸 太平洋・御殿場 82 (40、42) 石井 重次 メイプルポイント 87 (44、43)

中原 いおり 凾南 82 (40、42) 井上 清次 津久井湖 87 (42、45)

8月26日(金)

2022年関東ミッドシニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

富士小山ゴルフクラブ( 6456Yards   Par 72 )


