
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 増田 秀仁 クリアビュー 72 (38、34) 内山 訓治 鷹之台 79 (39、40) 飯伏 修 かずさ 84 (43、41)

2 金岡 治久 新千葉 73 (36、37) 速水 浩二 府中 79 (39、40) 小倉 雄治郎 総武 84 (43、41)

3 眞崎 敏寛 南総 74 (37、37) 根本 伸治郎 南総 79 (39、40) 宇佐美 新二 米原 84 (42、42)

石井 勉 中山 74 (36、38) 林 秀典 佐原 79 (39、40) 笹田 照至 鎌倉 84 (41、43)

光山 富夫 東京クラシック 74 (35、39) 増田 高彦 京 79 (38、41) 江川 健一 平川 84 (41、43)

6 鈴木 淳一 南総 75 (40、35) 小栗 健嗣 鎌倉 79 (37、42) 市川 透 万木城 84 (41、43)

菊池 幸人 富士市原 75 (38、37) 47 石倉 真成 中山 80 (43、37) 田中 秀幸 南総 84 (39、45)

林 恵一 船橋 75 (36、39) 広見 誠 南総 80 (42、38) 89 上野 博文 土浦 85 (44、41)

9 鈴木 正一郎 龍ヶ崎 76 (39、37) 知久 慎治 浜野 80 (42、38) 磯野 芳 加茂 85 (43、42)

上野 広明 麻倉 76 (39、37) 村田 達勇 成田ヒルズ 80 (41、39) 大谷 隆 東千葉 85 (41、44)

前山 義一 房州 76 (38、38) 横澤 三男 ニッソー 80 (41、39) 中澤 和司 麻倉 85 (40、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 青山 正幸 勝浦 80 (40、40) 93 中上 浩三 南総 86 (45、41)

片岡 弘幸 上総モナーク 76 (38、38) 田村 一美 千葉夷隅 80 (40、40) 山本 輝彦 千葉桜の里 86 (45、41)

粂川 欣厚 京葉 76 (38、38) 及川 久二 佐原 80 (39、41) 堀切 宗弘 東千葉 86 (45、41)

嶋野 菊治 加茂 76 (37、39) 奥山 晃男 東京湾 80 (37、43) 山形 尚紀 南総 86 (43、43)

森塚 実 南総 76 (36、40) 岡野 敏幸 総武 80 (37、43) 97 角田 孝幸 セントラル 87 (46、41)

16 那須 久治 加茂 77 (40、37) 山崎 寿 南総 80 (36、44) 後路 博己 館山 87 (43、44)

三浦 大 上総富士 77 (40、37) 58 小村 斎 総武 81 (43、38) 99 小澤 広之 横浜 88 (46、42)

平野 正行 姉ヶ崎 77 (39、38) 怒谷 直志 鎌倉 81 (42、39) 古屋 淳 オーク・ヒルズ 88 (46、42)

遠山 武志 横浜 77 (39、38) 沢居 賢治 習志野 81 (41、40) 内藤 俊也 武蔵 88 (45、43)

上重 修 東千葉 77 (38、39) 廣瀬 裕 戸塚 81 (40、41) 木村 一夫 セントラル 88 (43、45)

奥 正昭 上総富士 77 (38、39) 石田 哲次郎 上総モナーク 81 (39、42) 103 塩谷 孝光 府中 89 (46、43)

阿部 利治 新千葉 77 (37、40) 鈴木 國也 ザ・ジャパン 81 (39、42) 金子 英樹 メイプルポイント 89 (45、44)

23 渡邊 毅晴 南総 78 (43、35) 64 大坪 純一 富里 82 (43、39) 三木 康弘 南総 89 (43、46)

藤田 祐司 皐月･佐野 78 (42、36) 岩崎 哲也 鳩山 82 (42、40) 豊永 武和 ザ・レイクス 89 (42、47)

小林 雅美 鎌ヶ谷 78 (41、37) 中吉 辰也 南総 82 (41、41) 107 額賀 義朗 鷹之台 90 (47、43)

吉原 明裕 新千葉 78 (39、39) 金城 彰 花生 82 (41、41) 108 丸山 篤 加茂 91 (48、43)

堀口 勝巳 姉ヶ崎 78 (38、40) 澤井 均 東千葉 82 (40、42) 成島 哲哉 セントラル 91 (46、45)

和田 泰治 房総 78 (38、40) 中島 仁三 グレンオークス 82 (40、42) 110 高波 幸夫 ザ・ジャパン 92 (45、47)

小野寺 智夫 府中 78 (38、40) 黄原 鐵夫 麻倉 82 (40、42) 111 佐藤 修 習志野 93 (48、45)

廣瀬 照康 袖ヶ浦 78 (37、41) 本間 條久 麻倉 82 (40、42) 112 田中 順一 立野クラシック 95 (48、47)

田中 智治 カレドニアン 78 (37、41) 妹尾 正巳 ワンウェイ 82 (38、44) 棄権 三国 勝 総武

齋 和彦 東京クラシック 78 (37、41) 中尾 隆幸 南総 82 (36、46) 棄権 石山 博明 総武

33 佐藤 文友 成田ハイツリー 79 (44、35) 74 野村 仁志 東千葉 83 (43、40) 欠場 信岡 史将 成田

窪田 直利 上総モナーク 79 (41、38) 早水 保貴 アスレチックガーデン 83 (43、40) 欠場 大川 厚志 玉造

鶴町 和久 富里 79 (41、38) 中前 伸一 習志野 83 (42、41) 欠場 鈴木 修 富士

植草 豊治 鎌ヶ谷 79 (40、39) 松井 周生 江戸崎 83 (41、42) 欠場 家泉 英明 東千葉

深谷 泰宏 南総 79 (40、39) 村瀬 雅宣 姉ヶ崎 83 (41、42) 欠場 羽生 卓 大宮国際

高橋 健司 御殿場東名 79 (40、39) 島路 清惠 横浜 83 (41、42) 欠場 池田 良二 カレドニアン

鈴木 克彦 船橋 79 (40、39) 太田 義之 富里 83 (39、44)

荻島 征彦 京 79 (39、40) 81 首代 明秀 南総 84 (44、40)

6月20日(月)

2022年関東シニアゴルフ選手権第8ブロック予選競技

南総カントリークラブ 東コース( 6608Yards   Par 72 )


