
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 114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 弦巻 淳一 JGM笠間 69 (33、36) 椎野 俊朗 ゴルフ5・サニーフィールド 81 (41、40) 前山 正隆 富士小山 87 (43、44)

2 小松崎 博 JGM笠間 73 (38、35) 横江 和幸 江戸崎 81 (41、40) 中村 盛司 スプリングフィルズ 87 (43、44)

3 岩橋 正治 茨城 74 (37、37) 中田 辰悟 大利根 81 (40、41) 外池 一雄 船橋 87 (42、45)

磯山 喜一 茨城 74 (37、37) 守屋 玄 平川 81 (40、41) 松原 祐生 セントラル 87 (42、45)

5 和泉 一夫 皐月･佐野 75 (38、37) 加藤 満春雄 セントラル 81 (39、42) 勝山 秀夫 富士笠間 87 (41、46)

6 藤井 幸博 江戸崎 76 (41、35) 近藤 昭二 富士笠間 81 (39、42) 87 福田 泰福 成田ヒルズ 88 (45、43)

稲沢 宏之 大日向 76 (41、35) 舘野 章 芳賀 81 (39、42) 吉田 幸男 小川 88 (44、44)

半田 裕一 富士笠間 76 (39、37) 添田 修司 鹿沼プレミア 81 (38、43) 大塚 洋二 千葉 88 (43、45)

深澤 勝彦 大利根 76 (38、38) 49 白濵 裕司 取手国際 82 (44、38) 西原 哲司 鹿島の杜 88 (43、45)

10 當麻 正貴 浦和 77 (39、38) 横溝 健一郎 浦和 82 (44、38) 91 秋月 顕 セントラル 89 (49、40)

露木 実 平川 77 (39、38) 須賀 啓介 立野クラシック 82 (41、41) 小鳥 英樹 大利根 89 (48、41)

- 以 上、 予 選 通 過 － 佐藤 秀彰 桜 82 (41、41) 中村 義之 新千葉 89 (46、43)

丹羽 彦仁 大利根 77 (38、39) 石川 順一 大日向 82 (41、41) 鈴木 敏夫 茨城 89 (46、43)

山野 純也 立野クラシック 77 (38、39) 斉藤 輝雄 千葉 82 (40、42) 城福 健行 桜 89 (44、45)

傍島 伸之 姉ヶ崎 77 (38、39) 横田 正夫 飯能 82 (40、42) 天門 原動 ロイヤルスター 89 (42、47)

15 平野 圭一 千葉 78 (42、36) 56 林 貞成 常陽 83 (43、40) 前島 清史 JGM セベバレステロス 89 (42、47)

柿沼 博司 大利根 78 (41、37) 江田 敏夫 ワンウェイ 83 (42、41) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 89 (42、47)

谷沢 正一 桜 78 (40、38) 田浦 一成 常陽 83 (42、41) 99 山田 忠明 皐月･佐野 90 (49、41)

橋本 芳之 那須小川 78 (40、38) 金子 正 取手国際 83 (42、41) 100 芋高 信良 JGMやさと石岡 91 (47、44)

西川 忠克 那須小川 78 (37、41) 江口 生起 船橋 83 (42、41) 川瀬 誠 キングフィールズ 91 (42、49)

佐藤 正樹 京葉 78 (37、41) 金子 亨 船橋 83 (42、41) 102 脇田 三郎 千葉 92 (46、46)

21 四倉 次郎 キングフィールズ 79 (40、39) 市原 澄彦 イーグルポイント 83 (41、42) 篠原 正人 スプリングフィルズ 92 (46、46)

布施 博 那須小川 79 (40、39) 西山 隆幸 扶桑 83 (41、42) 広沢 伸吾 皐月･佐野 92 (45、47)

岡田 一夫 千葉 79 (40、39) 64 齊藤 雄二 越生 84 (45、39) 市川 清 小川 92 (45、47)

津葉井 慎弥 富里 79 (40、39) 髙窪 哲夫 大利根 84 (43、41) 砂川 寛志 千葉 92 (45、47)

橋本 和男 皐月･佐野 79 (39、40) 海老原 好央 富士笠間 84 (42、42) 岸 俊光 大利根 92 (44、48)

鯨井 章 常陽 79 (39、40) 森山 裕 ザ・レイクス 84 (42、42) 108 向佐 伸幸 大利根 93 (47、46)

日下部 浩壽 鹿沼 79 (37、42) 室野 歩 東千葉 84 (41、43) 花岡 錦一郎 那須GC 93 (46、47)

28 大井 雅敏 霞台 80 (42、38) 八木 伸二 東千葉 84 (39、45) 川井 龍太郎 鎌ヶ谷 93 (45、48)

青木 秀樹 スプリングフィルズ 80 (42、38) 70 染谷 建也 大利根 85 (43、42) 111 古性 利之 常陽 95 (48、47)

臼井 誠 我孫子 80 (41、39) 仁平 克弥 東筑波 85 (43、42) 112 奥手 清孝 大利根 100 (51、49)

林 三郎 茨城 80 (40、40) 宇田川 義幸 茨城 85 (43、42) 棄権 高橋 康之 セントラル

坂入 光 大利根 80 (39、41) 四分一 武 河口湖 85 (40、45) 棄権 山崎 一雄 桜

日暮 俊明 扶桑 80 (39、41) 74 榎本 暁彦 大利根 86 (46、40) 欠場 井上 勇 大利根

西野 耕一郎 立野クラシック 80 (39、41) 於田 忠光 JGM セベバレステロス 86 (46、40) 欠場 安藤 浩司 東名

出山 泰弘 千葉 80 (38、42) 山本 博英 取手国際 86 (45、41) 欠場 布施 和彦 千葉

杉山 直樹 赤城GC 80 (37、43) 中野 五雄 大利根 86 (45、41) 欠場 小林 孝裕 鷹之台

37 田中 弘 千葉 81 (42、39) 山本 寛 スプリングフィルズ 86 (43、43) 欠場 石川 善章 常陽

市川 義勝 水戸 81 (42、39) 藤田 博司 富里 86 (41、45) 欠場 福永 俊男 千葉

宮 健一 千葉 81 (42、39) 飯岡 勝利 ロイヤルスター 86 (40、46)

蛯原 潤 我孫子 81 (41、40) 81 片岡 洋介 船橋 87 (47、40)

6月24日(金)

2022年関東シニアゴルフ選手権第6ブロック予選競技

大利根カントリークラブ 東コース( 6513Yards   Par 72 )


