
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 51名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 森園 良二 埼玉国際 71 (35、36) 41 新井 一之 東松山 87 (47、40)

2 西川 幸一郎 府中 74 (36、38) 渡會 公士 川越 87 (42、45)

3 宮本 清 高坂 75 (36、39) 43 山口 林太郎 鴻巣 88 (45、43)

4 清水 重夫 鳩山 77 (39、38) 矢田 征也 総武 88 (43、45)

5 伊禮 進 埼玉国際 78 (43、35) 45 瀬良垣 淳 岡部チサン 89 (46、43)

- 以 上、 予 選 通 過 － 加藤 眞悟 川越 89 (45、44)

津村 竜浩 日高 78 (38、40) 湯澤 隆宣 千葉 89 (43、46)

尾上 良明 鎌ヶ谷 78 (38、40) 48 塘 勝哉 湘南シーサイド 90 (46、44)

8 吉澤 栄祐 ゴールデンレイクス 79 (42、37) 高橋 敬二 川越 90 (41、49)

牧野 龍一郎 高麗川 79 (41、38) 50 佐々木 日出男 セゴビア 93 (43、50)

守屋 繁治 ザ ナショナル・埼玉 79 (40、39) 51 石阪 安行 セゴビア 97 (55、42)

長田 道洋 春日居 79 (40、39) 欠場 鈴木 明 高坂

市原 和実 総武 79 (39、40) 欠場 竹内 千広 鴻巣

髙橋 昌美 日高 79 (38、41) 欠場 佐藤 誠 グランディ軽井沢

14 保坂 恭久 十日町 80 (40、40) 欠場 小島 亘 川越

浅野 尚利 扶桑 80 (39、41) 欠場 安部 景一 川越

樋口 憲 総武 80 (38、42) 欠場 染谷 健市 扶桑

17 田中 一弘 大利根 81 (41、40) 欠場 立石 和彦 寄居

後藤 浩 JGM セベバレステロス 81 (40、41) 欠場 中澤 貞利 美里

岡 靖久 セゴビア 81 (40、41) 欠場 松村 滋浩 麻倉

20 岡田 順一 東松山 82 (44、38)

堀江 裕明 ザ・ジャパン 82 (43、39)

水上 政宏 岡部チサン 82 (41、41)

笠倉 伸夫 岡部チサン 82 (40、42)

津下 和久 太平洋・御殿場 82 (38、44)

25 南 聖二 高麗川 83 (42、41)

近藤 隆一 武蔵の杜 83 (41、42)

堤 繁 ザ ナショナル・埼玉 83 (41、42)

藤沼 拓人 入間 83 (41、42)

29 安藤 広幸 岡部チサン 84 (44、40)

瀧波 三男 東松山 84 (42、42)

松山 好孝 東名厚木 84 (41、43)

32 三輪 勝義 岡部チサン 85 (44、41)

広松 豊 川越 85 (43、42)

松本 治 東松山 85 (42、43)

木村 直弘 寄居 85 (42、43)

吉田 勝美 飯能くすの樹 85 (41、44)

37 加藤 睦夫 東松山 86 (45、41)

内野 隆芳 美里 86 (43、43)

時田 芳人 熊谷 86 (43、43)

飯田 隆男 オリムピック 86 (42、44)

6月28日(火)

2022年関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 東・中コース( 6529Yards   Par 72 )


