
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 112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 大野 達朗 武蔵 73 (37、36) 中井 信吾 清川 81 (40、41) 山田 尚紀 東京湾 86 (41、45)

千野 英樹 茨城 73 (37、36) 42 髙梨 孝司 大相模 82 (43、39) 大森 規雄 平川 86 (41、45)

高瀬 清美 赤城国際 73 (35、38) 及川 克彦 富士小山 82 (43、39) 高橋 恭一 京葉 86 (38、48)

4 金子 泰雄 横浜 75 (39、36) 秋山 良一 武蔵 82 (43、39) 85 持田 哲哉 赤城国際 87 (44、43)

5 日比生 泰宏 相模原 76 (41、35) 小沼 隆史 姉ヶ崎 82 (42、40) 田村 伸光 太田双葉 87 (43、44)

岡田 義和 武蔵 76 (40、36) 白石 忠信 大平台 82 (42、40) 田中 照美 オリムピックナショナル 87 (41、46)

鈴木 克彦 東名厚木 76 (36、40) 角田 幸一 太田双葉 82 (41、41) 堀井 浩人 立川国際 87 (40、47)

霜田 邦明 嵐山 76 (36、40) 羽原 進 武蔵 82 (41、41) 89 阿部 善宏 白水 88 (47、41)

9 森 一郎 武蔵 77 (39、38) 内藤 裕治 武蔵 82 (41、41) 竹川 浩昭 太田双葉 88 (45、43)

増原 康彦 武蔵 77 (38、39) 青島 順 富士小山 82 (41、41) 石原 卓 グレンオークス 88 (44、44)

在原 晴一 オリムピックナショナル 77 (38、39) 岩垂 一博 さいたま梨花 82 (41、41) 芹澤 明 東名厚木 88 (43、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 神 羊二 ノーザン錦ヶ原 82 (40、42) 93 椎名 康之 武蔵 89 (45、44)

中村 元喜 武蔵 77 (37、40) 秋山 肇 熊谷 82 (39、43) 田村 康一 大厚木 89 (44、45)

13 吉田 裕 ザ・レイクス 78 (40、38) 佐藤 喜三夫 平川 82 (38、44) 95 江成 浩 津久井湖 90 (51、39)

成塚 義治 浜野 78 (39、39) 55 堀 正樹 太田双葉 83 (43、40) 徳山 正雄 おおむらさき 90 (49、41)

關橋 光一 ザ ナショナル・埼玉 78 (39、39) 倉片 優 武蔵 83 (43、40) 花吉 精一 津久井湖 90 (43、47)

加藤 明夫 大平台 78 (39、39) 浜田 義信 あさひヶ丘 83 (42、41) 牛之濵 純俊 おおむらさき 90 (42、48)

平山 芳照 成田東 78 (39、39) 永井 孝之 芳賀 83 (42、41) 99 伊藤 髙太郎 大平台 91 (48、43)

池田 陽介 武蔵 78 (39、39) 岡安 孝治 大平台 83 (42、41) 100 坂田 謙二 茨城 92 (48、44)

徳田 憲 取手国際 78 (38、40) 広井 智一 ザ ナショナル・埼玉 83 (39、44) 野月平 章元 大熱海国際 92 (47、45)

土田 晃成 さいたま梨花 78 (37、41) 61 森田 治夫 武蔵 84 (45、39) 102 高橋 光雄 太田双葉 93 (48、45)

21 岡田 光史 嵐山 79 (41、38) 田村 次郎 那須小川 84 (44、40) 103 菱倉 健一 姉ヶ崎 94 (47、47)

安藤 敬一郎 武蔵 79 (40、39) 成田 正樹 武蔵 84 (43、41) 104 山崎 仁 多摩 96 (47、49)

福井 伸二 武蔵 79 (40、39) 辻 一夫 横浜 84 (42、42) 105 近藤 秀明 茨城 97 (52、45)

佐々木 進 津久井湖 79 (39、40) 榎夲 和正 八王子 84 (42、42) 106 高雄 章 ノーザン錦ヶ原 98 (50、48)

田中 実 芳賀 79 (39、40) 上杉 秀樹 武蔵 84 (42、42) 107 足達 信 東名 101 (48、53)

林 靖浩 武蔵 79 (38、41) 草野 俊正 ザ・レイクス 84 (40、44) 棄権 木村 立児 嵐山

小川 裕 武蔵 79 (37、42) 68 杉山 賢治 本厚木 85 (46、39) 棄権 竹平 卓生 東名厚木

横田 雅一 妙高サンシャイン 79 (37、42) 眞々田 恒久 紫 85 (46、39) 棄権 大山 和則 アスレチックガーデン

29 岡村 善裕 浜野 80 (44、36) 新井田 尚弘 東名 85 (43、42) 棄権 立石 源治 東名厚木

生 和男 津久井湖 80 (42、38) 上田 和永 成田ハイツリー 85 (43、42) 棄権 鈴木 理功 大熱海国際

衣笠 洋司 八王子 80 (40、40) 吉田 利治 武蔵 85 (42、43) 欠場 清水 啓量 武蔵松山

井上 雅彦 相模原 80 (39、41) 亀田 丈司 武蔵 85 (41、44) 欠場 田中 英次 八王子

植松 一幸 武蔵 80 (39、41) 74 清水 晃 熊谷 86 (45、41) 欠場 浅川 辰彦 武蔵

土屋 健次 武蔵 80 (37、43) 藤井 正敏 武蔵 86 (45、41) 欠場 市川 隆夫 赤城GC

35 羽鳥 賢次 相模野 81 (43、38) 三原 直樹 富士レイクサイド 86 (43、43) 欠場 金山 将 ノーザン錦ヶ原

福田 聡 武蔵 81 (41、40) 長谷川 洋 武蔵 86 (43、43) 欠場 青山 透 ザ ナショナル・埼玉

高橋 喜之 大相模 81 (41、40) 相沢 保巳 武蔵 86 (43、43) 欠場 山菅 利彦 イーグルポイント

照井 康平 武蔵 81 (41、40) 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 86 (42、44) 欠場 志村 堅二 東京よみうり

佐藤 治嗣 東名厚木 81 (41、40) 青木 憲和 武蔵 86 (42、44)

井上 清次 津久井湖 81 (40、41) 鷲尾 聡 熊谷 86 (41、45)

7月1日(金)

2022年関東シニアゴルフ選手権第7ブロック予選競技

武蔵カントリークラブ 豊岡コース( 6429Yards   Par 72 )


