
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 116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 田中 雄三 相模原 70 (36、34) 奥津 久史 富士平原 80 (41、39) 長濱 広喜 津久井湖 84 (39、45)

2 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 72 (38、34) 阿部 俊幸 秦野 80 (41、39) 83 大部 一成 平川 85 (49、36)

3 中村 勝郁 伊勢原 73 (34、39) 冨永 学 嵐山 80 (40、40) 大貫 正美 東名 85 (46、39)

4 清水 道徳 富士宮 74 (38、36) 増田 高行 那須CC 80 (40、40) 松本 享三 太平洋・御殿場 85 (44、41)

大沼 貴史 鎌倉 74 (38、36) 柴田 博文 ザ・レイクス 80 (39、41) 玉置 敏光 立川国際 85 (43、42)

松本 勝治 諏訪レイクヒル 74 (37、37) 竹倉 敦 平塚富士見 80 (39、41) 杉山 猛美 東名 85 (41、44)

7 工藤 和彦 伊豆にらやま 75 (40、35) 石井 重次 メイプルポイント 80 (39、41) 88 松岡 徹 東名 86 (46、40)

中村 正美 小田原･松田 75 (39、36) 小野 正義 修善寺 80 (39、41) 加藤 明弘 秦野 86 (45、41)

斉藤 清裕 東名 75 (39、36) 安藤 弘 富士宮 80 (37、43) 長谷川 隆幸 伊豆にらやま 86 (43、43)

原田 安浩 ノースショア 75 (38、37) 50 大高 弘昭 浜松シーサイド 81 (43、38) 中村 能章 上総モナーク 86 (43、43)

大鷲 富雄 大秦野 75 (38、37) 小久江 正人 ホロン 81 (42、39) 92 井口 路朗 富士チサン 87 (45、42)

- 以 上、 予 選 通 過 － 中川 雅義 沼津 81 (42、39) 神尾 秀久 ギャツビイ 87 (45、42)

外川 栄治 東京 75 (38、37) 平澤 章好 ギャツビイ 81 (41、40) 前田 知憲 千葉 87 (44、43)

辰井 賢二 相模湖 75 (38、37) 阿部 和生 ホロン 81 (41、40) 佐々木 章公 太平洋・御殿場 87 (43、44)

上條 英二 桜ヒルズ 75 (37、38) 佐野 誠治 富士チサン 81 (41、40) 蛭田 克己 秦野 87 (43、44)

竹内 浩典 富士小山 75 (36、39) 鬼頭 謙治 平塚富士見 81 (40、41) 97 牧野 佳伸 チェックメイト 88 (46、42)

16 渡邉 泰広 メイプルポイント 76 (41、35) 57 小林 一三 リバー富士 82 (45、37) 土井 致萬 リバー富士 88 (45、43)

長島 英樹 富士平原 76 (39、37) 相原 和夫 富士平原 82 (45、37) 古尾谷 智史 湘南シーサイド 88 (45、43)

鈴木 昭彦 三島 76 (39、37) 矢ケ崎 隆夫 ギャツビイ 82 (44、38) 渡辺 久恭 凾南 88 (43、45)

19 原木 克訓 富士宮 77 (42、35) 髙橋 重司 東名 82 (44、38) 101 佐々木 巧 相模湖 89 (47、42)

小原 健嗣 千葉 77 (39、38) 大村 宗志 浜松シーサイド 82 (43、39) 高橋 敏彦 東名厚木 89 (46、43)

殿岡 卓幸 リバー富士 77 (38、39) 大八木 陽一 千葉 82 (43、39) 細谷 嘉晴 伊豆にらやま 89 (45、44)

22 小野寺 利丸 太平洋・御殿場 78 (43、35) 日吉 一智 フジ天城 82 (42、40) 奥原 伸吾 豊科 89 (43、46)

光山 成夫 東名 78 (42、36) 大森 豊 東松山 82 (42、40) 105 西村 浩志 チェックメイト 90 (47、43)

勝又 正浩 東京 78 (41、37) 佐々木 康夫 鶴舞 82 (41、41) 佐久間 玲 東名 90 (45、45)

小山 健児 長太郎 78 (40、38) 三橋 寛 浜松シーサイド 82 (41、41) 菅原 広勝 ギャツビイ 90 (43、47)

名倉 恵三 ミオス菊川 78 (40、38) 山本 喜伸 富士箱根 82 (40、42) 108 山﨑 徳雄 ギャツビイ 91 (50、41)

飯澤 亜樹 東名 78 (40、38) 森 静生 ギャツビイ 82 (39、43) 望月 一弘 東名 91 (45、46)

菊地 泰彦 磯子 78 (38、40) 柿澤 洋治 相模湖 82 (39、43) 110 平方 彰 伊香保国際 92 (47、45)

29 伊藤 啓二 穂高 79 (43、36) 川越 一久 東ノ宮 82 (38、44) 111 岩部 俊夫 太平洋・御殿場 93 (49、44)

佐野 富治 富士ロイヤル 79 (42、37) 71 成田 朋正 豊岡国際 83 (45、38) 112 室井 雅之 飯能 95 (52、43)

倉持 誠 富士箱根 79 (41、38) 渡邊 貞男 リバー富士 83 (45、38) 板橋 哲也 富士小山 95 (46、49)

坂田 広一 東名 79 (40、39) 山ノ上 利充 秦野 83 (42、41) 114 岩橋 雅一 富士レイクサイド 98 (54、44)

山口 善久 太平洋・御殿場 79 (40、39) 渡邉 憲治 富士宮 83 (41、42) 好士崎 進 ギャツビイ 98 (49、49)

松井 篤 太平洋・御殿場 79 (39、40) 米田 清人 東名 83 (41、42) 棄権 渡辺 昭男 富士チサン

安藤 英俊 東名 79 (37、42) 76 加藤 至康 富士宮 84 (43、41) 欠場 萩原 克芳 ブリック＆ウッド

36 安達 光宣 リバー富士 80 (43、37) 大塚 正治 朝霧ジャンボリー 84 (43、41) 欠場 平田 良彦 沼津

橋本 昭夫 小田原･松田 80 (42、38) 川原 修 富士箱根 84 (42、42) 欠場 工藤 英人 相模

西野 伸幸 森林公園 80 (42、38) 島﨑 健一 長竹 84 (42、42) 欠場 橋口 貢一 カレドニアン

亀ケ谷 修 レインボー 80 (41、39) 柏原 弘信 穂高 84 (41、43)

岡田 裕幸 メイプルポイント 80 (41、39) 千北 光仁 チェックメイト 84 (40、44)

6月21日(火)

2022年関東シニアゴルフ選手権第11ブロック予選競技

東名カントリークラブ 愛鷹・桃園コース( 6596Yards   Par 72 )


