
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 福田 隆志 東京国際 72 (36、36) 柳 秀熙 立川国際 81 (40、41) 永井 宏 相模野 85 (39、46)

岸田 歩 我孫子 72 (35、37) 林 覚雄 ギャツビイ 81 (40、41) 本多 栄一 立川国際 85 (38、47)

3 島村 敏 八王子 73 (36、37) 松岡 一郎 霞ヶ関 81 (40、41) 84 仁科 雅司 都 86 (44、42)

4 大島 広史 岡部チサン 75 (39、36) 仁藤 敦史 多摩 81 (39、42) 松嶋 隆 ロイヤルスター 86 (43、43)

高橋 康佑宏 大厚木 75 (38、37) 大内 剛 万木城 81 (39、42) 栗原 穣 相模野 86 (41、45)

北村 勝一 中津川 75 (37、38) 谷 真 桜ヶ丘 81 (39、42) 秋山 大 富士 86 (39、47)

田渕 肇 中山 75 (35、40) 久保田 慎 東名厚木 81 (39、42) 88 磯崎 守良 南摩城 87 (45、42)

8 伊豆 哲二 大厚木 76 (39、37) 栗本 智充 オリムピック・レイクつぶらだ 81 (39、42) 弘光 利之 加茂 87 (44、43)

小倉 公 霞台 76 (38、38) 加藤 力也 東京国際 81 (38、43) 野堀 久司 東京国際 87 (44、43)

中尾 伸一 相模野 76 (38、38) 勝山 邦彦 千葉 81 (37、44) 榊 紀之 富士チサン 87 (41、46)

大熊 章夫 都賀 76 (36、40) 小笠原 和之 大厚木 81 (36、45) 土井 郁夫 東京湾 87 (40、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 52 金子 富夫 東京国際 82 (42、40) 93 清水 直 東京国際 88 (45、43)

12 鈴木 将範 八王子 77 (39、38) 蛯名 忠親 チェックメイト 82 (41、41) 小豆野 修 オリムピック 88 (44、44)

永井 英輔 東京国際 77 (38、39) 片野 由次 オリムピック 82 (41、41) 梅木 久実 オリムピック 88 (44、44)

守屋 満 上野原 77 (38、39) 坂本 光司 総武 82 (40、42) 鈴木 康之 入間 88 (43、45)

内田 圭信 武蔵野 77 (37、40) 長谷川 壽彦 岡部チサン 82 (40、42) 飯島 雄介 東京国際 88 (43、45)

菅井 雅之 嵐山 77 (36、41) 牧野 光洋 嵐山 82 (39、43) 98 大間 喜行 万木城 89 (44、45)

土井 克祥 加茂 77 (36、41) 永山 守 武蔵野 82 (39、43) 99 飛田 博也 富士チサン 90 (44、46)

18 大神田 充 神奈川 78 (42、36) 吉田 勉 オリムピック 82 (38、44) 100 長浜 浄 相模野 91 (45、46)

岡野 明 東京国際 78 (39、39) 柳澤 宏之 千葉 82 (37、45) 川野 一豊 オリムピック 91 (43、48)

冨永 進 嵐山 78 (37、41) 澤越 博幸 武蔵野 82 (37、45) 102 大島 崇 チェックメイト 92 (47、45)

出浦 功 オリムピック 78 (37、41) 62 譚 敬伸 キングフィールズ 83 (44、39) 小川 晃一 東京国際 92 (43、49)

寺田 一実 矢板 78 (36、42) 阿部 逸朗 東京よみうり 83 (43、40) 104 大野 秀之 オリムピック 93 (48、45)

23 坪井 浩一 相模原 79 (41、38) 泉水 忠 ニッソー 83 (41、42) 105 上野 憲二 府中 94 (50、44)

共田 哲英 オリムピック 79 (41、38) 本木 健一 静ヒルズ 83 (40、43) 牧野 寛 鹿沼 94 (43、51)

渡 明弘 カレドニアン 79 (40、39) 黒田 良平 東名 83 (39、44) 107 岩本 陽一郎 オリムピック 96 (49、47)

奥 雄二郎 府中 79 (40、39) 吉川 正行 東名厚木 83 (38、45) 108 細田 忠司 武蔵野 97 (48、49)

浜出 達弥 オリムピック 79 (38、41) 梅澤 武彦 相模原 83 (38、45) 棄権 黒田 隆雅 東京国際

山本 二朗 相模原 79 (37、42) 69 齊藤 哲郎 都 84 (46、38) 欠場 池田 正志 オーク・ヒルズ

29 金子 清 津久井湖 80 (42、38) 斉藤 清人 オリムピック 84 (44、40) 欠場 辻野 寛次 越生

池田 憲治 嵐山 80 (42、38) 河久保 忠 津久井湖 84 (43、41) 欠場 吉永 昇 岡部チサン

小林 賢三 オリムピック 80 (40、40) 長谷川 主一 オリムピック 84 (43、41) 欠場 徳永 聖也 千葉

鹿島 康裕 相模原 80 (40、40) 馬場 康次 武蔵野 84 (42、42) 欠場 秋山 定俊 相模原

山本 浩 我孫子 80 (39、41) 安室 伸一 キングフィールズ 84 (42、42) 欠場 和田 雅英 八王子

岡野 正浩 立川国際 80 (38、42) 山田 育弘 東京国際 84 (40、44) 欠場 大場 邦夫 大相模

35 箕輪 進 東京よみうり 81 (42、39) 谷内 三千夫 カレドニアン 84 (40、44) 欠場 犬飼 修三 鳩山

高垣 浩一 扶桑 81 (41、40) 萩原 則之 東千葉 84 (39、45) 欠場 片野 誠一 東京国際

市川 正浩 東京五日市 81 (41、40) 78 伊澤 喜久男 東千葉 85 (44、41) 欠場 宇津木 仁 セゴビア

山口 勝広 津久井湖 81 (41、40) 竹内 篤 府中 85 (44、41) 欠場 小澤 隆 オリムピック

松本 正之 ギャツビイ 81 (40、41) 平子 尚丈 多摩 85 (41、44)

佐藤 進 清川 81 (40、41) 鷲野 憲治 桜ヶ丘 85 (39、46)

6月20日(月)

2022年関東シニアゴルフ選手権第10ブロック予選競技

桜ヶ丘カントリークラブ( 6580Yards   Par 72 )


