
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 55名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 三母 英二 日本海 71 (36、35) 41 幸田 明 日本海 86 (45、41)

2 吉田 文雄 霞ヶ関 73 (37、36) 堀江 茂 イーグルポイント 86 (39、47)

3 大久保 慎也 さいたま梨花 75 (38、37) 43 山﨑 之寛 中条 87 (45、42)

植木 俊宏 プレステージ 75 (38、37) 廣澤 幹久 湘南シーサイド 87 (41、46)

広田 文雄 長野 75 (36、39) 高田 豪 東京五日市 87 (41、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 46 永島 弘登志 霞ヶ関 88 (46、42)

6 小林 賢司 飯能グリーン 76 (37、39) 萩野 邦宏 皐月･佐野 88 (45、43)

7 北山 茂 川越 77 (42、35) 大竹 伸吾 皐月･佐野 88 (40、48)

相馬 聡夫 茨城 77 (40、37) 49 呉屋 朝幸 青梅 89 (45、44)

中村 康彦 小金井 77 (39、38) 永瀬 哲弥 東京五日市 89 (42、47)

阿部 幸治 岡部チサン 77 (36、41) 51 古室 慎一 鴻巣 91 (46、45)

11 諸星 幸政 フジ天城 78 (40、38) 52 渡邉 昌明 フジ天城 96 (49、47)

大野 裕史 岡部チサン 78 (39、39) 安藤 公秀 東松山 96 (48、48)

赤坂 晋介 日高 78 (37、41) 棄権 渋澤 卓也 鳩山

進藤 祥史 扶桑 78 (37、41) 棄権 下野 修照 鹿沼

15 繁田 勝 鴻巣 79 (42、37) 欠場 西山 昌彦 小金井

丹羽 基広 小金井 79 (41、38) 欠場 飯田 能士 飯能くすの樹

石井 孝司 東松山 79 (39、40) 欠場 永井 秀史 鷹之台

平田 芳治 湘南シーサイド 79 (39、40) 欠場 岡本 聡 戸塚

滝澤 泰三 習志野 79 (39、40) 欠場 田中 良博 青梅

岡田 睦広 RAYSUM 79 (38、41)

21 大内田 愼一郎 岡部チサン 80 (41、39)

細野 敏彦 青梅 80 (41、39)

澳原 広明 浦和 80 (40、40)

鈴木 明彦 霞ヶ関 80 (38、42)

山下 明 飯能グリーン 80 (36、44)

26 小島 好夫 飯能くすの樹 81 (42、39)

渡辺 弘志 日本海 81 (41、40)

塚﨑 孝 東松山 81 (40、41)

29 光山 勝則 皐月･佐野 82 (41、41)

小谷野 文孝 飯能 82 (38、44)

31 舟橋 史郎 富士平原 83 (44、39)

友延 仁 東松山 83 (43、40)

浅野 博司 浦和 83 (42、41)

畔上 隆治 青梅 83 (42、41)

肥後 正章 児玉 83 (39、44)

36 清水 正一 青梅 84 (42、42)

原田 建実 日本海 84 (41、43)

富澤 紳一郎 鹿沼 84 (40、44)

吉田 晴一 岡部チサン 84 (40、44)

40 小林 徳太郎 東松山 85 (43、42)

6月28日(火)

2022年関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 中・西コース( 6618Yards   Par 72 )


