
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 縄田 安孝 穂高 70 (37、33) 41 青木 安輝 GMG八王子 86 (43、43)

2 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 72 (35、37) 高島 吉童 スプリングフィルズ 86 (40、46)

3 有山 利男 鳩山 74 (38、36) 43 山崎 克巳 高坂 87 (42、45)

加瀬 博章 大利根 74 (38、36) 関口 宗孝 猿島 87 (41、46)

5 田村 敏明 小千谷 75 (41、34) 山中 幹之 ゴルフ5・サニーフィールド 87 (40、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 46 落合 滋 さいたま梨花 88 (45、43)

梅山 明久 伊香保国際 75 (37、38) 間山 教彦 鷹 88 (43、45)

7 大本 昌宏 宍戸ヒルズ 76 (38、38) 48 下田 倍夫 相模湖 89 (46、43)

吉岡 進 さいたま 76 (37、39) 49 内田 秀人 さいたま 92 (43、49)

9 高橋 充 南摩城 77 (40、37) 50 福泉 浩 高坂 93 (49、44)

川上 雅利 鳩山 77 (37、40) 51 馬場 秀樹 さいたま 94 (45、49)

11 近藤 雅英 相模湖 78 (37、41) 欠場 中村 美弦 宍戸ヒルズ

12 松島 登紀夫 唐沢 79 (40、39) 欠場 土佐 久丸 千葉

市川 清 森林公園 79 (39、40) 欠場 岡 時彦 浦和

14 坂原 謙二 猿島 80 (43、37) 欠場 鈴木 栄一 南摩城

飯島 良浩 東松山 80 (42、38) 欠場 森田 保 入間

相澤 久之 唐沢 80 (42、38) 欠場 青木 克益 千葉

東 英樹 東松山 80 (40、40) 欠場 金子 理 グランディ軽井沢

遠藤 仁史 唐沢 80 (40、40) 欠場 田中 義仁 相模湖

仙庭 悟 玉川 80 (37、43) 欠場 大辻 孝司 宍戸ヒルズ

20 矢澤 俊一 相模 81 (40、41)

前田 和彦 さいたま 81 (38、43)

22 美和 健一郎 習志野 82 (42、40)

内田 裕 美里 82 (42、40)

小澤 富男 岡部チサン 82 (42、40)

松原 弘之 相模湖 82 (41、41)

前田 正雄 日高 82 (40、42)

27 中村 英彦 府中 83 (44、39)

白石 栄治 穂高 83 (42、41)

布施 政勝 ジェイゴルフ霞ヶ浦 83 (42、41)

森島 宏之 狭山 83 (41、42)

31 武田 元亨 さいたま 84 (47、37)

佐藤 利光 さいたま 84 (43、41)

後藤 正弘 スプリングフィルズ 84 (42、42)

多胡 雅文 JGMベルエア 84 (41、43)

波方 孝 十日町 84 (40、44)

36 池田 健次 龍ヶ崎 85 (45、40)

松澤 寛 鳩山 85 (43、42)

寺澤 正博 宍戸ヒルズ 85 (43、42)

野口 正和 鷹 85 (40、45)

角谷 貴志 東松山 85 (39、46)

6月28日(火)

2022年関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

東松山カントリークラブ 西・東コース( 6461Yards   Par 72 )


