
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 辻 啓一 嵐山 71 (35、36) 木村 裕亮 セントラル 79 (42、37) 樋口 敏治 緑野 84 (43、41)

2 阿久津 英男 鹿沼プレミア 72 (38、34) 野口 政夫 佐野 79 (41、38) 鈴木 賢士 猿島 84 (42、42)

北村 和秋 長岡 72 (36、36) 書上 正生 甘楽 79 (41、38) 森 武也 岡部チサン 84 (41、43)

宮島 一馬 塩嶺 72 (35、37) 櫻井 伸一 草津 79 (40、39) 85 木暮 政人 嵐山 85 (45、40)

5 横田 忠雄 鹿沼 73 (38、35) 長谷川 一 龍ヶ崎 79 (39、40) 吉田 達雄 藤岡 85 (44、41)

土田 恭章 藤岡 73 (36、37) 金子 茂行 埼玉国際 79 (39、40) 大森 斉貴 玉川 85 (43、42)

尾崎 勉 初穂 73 (35、38) 47 阿部 茂行 狭山 80 (41、39) 佐藤 至 皐月･鹿沼 85 (42、43)

亀井 隆 唐沢 73 (35、38) 磯 誠一 アローエース 80 (41、39) 秋元 宏之 鳩山 85 (41、44)

9 渡邊 哲也 烏山城 74 (38、36) 茂野 進司 ジェイゴルフ霞ヶ浦 80 (40、40) 大塚 俊男 宇都宮 85 (41、44)

10 小島 光正 岡部チサン 75 (40、35) 大栁 博也 埼玉国際 80 (40、40) 北 孝好 埼玉国際 85 (40、45)

木下 健介 狭山 75 (40、35) 井上 信明 湘南シーサイド 80 (40、40) 92 小島 正行 ツインレイクス 86 (45、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 手塚 浩二 あづみ野 80 (39、41) 山浦 雅彦 RAYSUM 86 (43、43)

山崎 唯普 皐月･鹿沼 75 (37、38) 小山 宏充 長野 80 (39、41) 柏木 豪 ニュー・セントアンドリュース 86 (41、45)

榎本 幸和 オリムピック 75 (36、39) 那波 芳比古 藤岡 80 (39、41) 95 平林 浩二 都留 87 (43、44)

14 嶋田 茂 石坂 76 (42、34) 小林 且雄 鴻巣 80 (38、42) 96 成田 寿郎 信濃 88 (47、41)

関 徹也 赤城国際 76 (41、35) 56 矢部 嘉一 東京国際 81 (44、37) 和田 光司 嵐山 88 (45、43)

田中 俊行 鳩山 76 (40、36) 遠山 一行 豊科 81 (44、37) 98 斎藤 太津規 セゴビア 89 (47、42)

和光 利一 矢板 76 (38、38) 菊池 知己 嵐山 81 (43、38) 池田 広三 メイフラワー 89 (46、43)

齋藤 純一 栃木ヶ丘 76 (38、38) 村上 拓也 セゴビア 81 (43、38) 田中 健弘 立科 89 (46、43)

阿部 豊 足利 76 (38、38) 松平 光徳 玉川 81 (43、38) 山岡 土佐雄 JGMベルエア 89 (44、45)

星野 節二 長岡 76 (38、38) 榎並 雪彦 草津 81 (43、38) 浅香 義徳 千葉 89 (44、45)

齋藤 泰彦 嵐山 76 (38、38) 伊藤 雅章 長野 81 (41、40) 103 佐瀬 和彦 ザ・レイクス 90 (46、44)

萩原 裕文 ノーザン赤城 76 (38、38) 倉田 明彦 さいたま 81 (40、41) 104 塩野 滋利 赤城GC 91 (49、42)

上村 広行 足利 76 (37、39) 大川戸 弘治 さいたま 81 (40、41) 大島 博之 石坂 91 (48、43)

24 谷 直樹 高山 77 (42、35) 有川 竜次 岡部チサン 81 (40、41) 上田 晃 赤羽 91 (47、44)

中澤 文行 草津 77 (40、37) 66 安達 栄雄 岩瀬桜川 82 (42、40) 米澤 秀治 木更津 91 (45、46)

田川 美道 太平洋・御殿場 77 (40、37) 篠﨑 成志 甘楽 82 (42、40) 108 野村 剛 那須小川 92 (48、44)

下城 秀元 太田双葉 77 (40、37) 小柳 式夫 セゴビア 82 (41、41) 109 佐藤 幹夫 藤岡 93 (44、49)

杉木 邦夫 高山 77 (39、38) 斎藤 和範 広陵 82 (41、41) 欠場 梅澤 吉朗 初穂

高橋 聡 鴻巣 77 (39、38) 長尾 博文 青梅 82 (41、41) 欠場 大坪 誠 横浜

髙橋 潔 高山 77 (39、38) 永田 邦春 セゴビア 82 (40、42) 欠場 入江 芳史 小山

岩崎 勤 川越 77 (38、39) 72 早川 守 セゴビア 83 (45、38) 欠場 新庄 和彦 彩の森

陶 章司 甘楽 77 (38、39) 福田 正明 富士笠間 83 (44、39) 欠場 菅野 大太 桜ヒルズ

井川 智一郎 初穂 77 (38、39) 木村 厚 鹿沼 83 (44、39) 欠場 本澤 顕一 日高

青山 実 静ヒルズ 77 (37、40) 柳井 金吾 東京国際 83 (42、41) 欠場 宮坂 和秀 オリムピック

35 長沢 昌彦 狭山 78 (42、36) 西澤 健司 穂高 83 (41、42) 欠場 田辺 昌彦 岡部チサン

松﨑 正幸 藤岡 78 (42、36) 77 宮下 淳志 立科 84 (44、40) 欠場 酒井 昌伸 彩の森

長谷川 克巳 岩瀬桜川 78 (41、37) 早川 明男 セゴビア 84 (44、40) 欠場 上原 一憲 石坂

吉越 修 長野 78 (40、38) 厚澤 克俊 鴻巣 84 (43、41) 欠場 来住野 忠之 さいたま

荒井 信行 宍戸ヒルズ 78 (40、38) 金子 博幸 メイフラワー 84 (43、41)

40 細谷 和敏 かすみがうら 79 (42、37) 斎藤 順彦 千葉 84 (43、41)

6月27日(月)

2022年関東シニアゴルフ選手権第4ブロック予選競技

甘楽カントリークラブ( 6502Yards   Par 72 )


