
平成19年度　関東ゴルフ連盟1月月例競技（男子）

於： 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 堀内 健 千葉国際

2 +1 73 亀井 隆 唐沢

3 +2 74 広田 文雄 長野

4 +3 75 飯塚 裕一 チャーミング藤岡 熊谷 淳 水戸グリーン

6 +4 76 水上 晃男 袖ヶ浦 大槻 智春 千葉桜の里 豊島 豊 東千葉 中野 正義 富士笠間

風間 智行 小田原･松田

11 +5 77 澤田 信弘 東京五日市 高安 信行 セントラル 白井 敏夫 総武 小川 直康 セベ・バレステロス

杉山 稔 総武 石井 保行 清川 佐藤 和夫 東千葉 和田 雅英 東京五日市

河内 喜文 水戸 永野 雄亮 かずさ 神戸 誠 太田双葉

22 +6 78 小寺 聡司 習志野 角田 浩導 東千葉 市川 義勝 茨城ロイヤル 原 克宣 小田原･松田

松田 永基 清川 竹原 洋行 東名 藤田 大 皐月･佐野

29 +7 79 小平 智 鷹 野田 早人 大日向 山下 勝紀 扶桑 新井 匠 秋山

中川 雅義 沼津 吹野 耕一 都賀 関澤 誠 ツインレイクス

36 +8 80 大数加祥平 浜野 野口 道男 ブリック　アンド　ウッド 中村 貴至 長瀞 柳澤 信吾 袖ヶ浦

三橋 好文 東千葉

41 +9 81 金子 光規 レインボー 冨永 勝 総武 石原 紀一 成田東 辻 啓一 嵐山

千年原一仁 京 嶋田 憲人 青梅 榎本 剛之 鶴舞 斎藤 太津規扶桑

永井 英輔 沼津 露木 実 東名厚木 木下 幸一 霞ヶ関 薗田 峻輔 東千葉

53 +10 82 林 光一 ロイヤルスター 廣田 剛治 紫塚 荒井 健人 大宮国際 上重 修 総武

大山 和則 スプリングフィルズ 谷口 英樹 セベ・バレステロス 岡本 聡 習志野 宮本 清 小川

中島 正春 皐月･佐野 小島 亘 川越

63 +11 83 上野 英之 鹿沼 滝澤 泰三 習志野 木村 哲也 大利根 大塚 智之 川越

市田 雅亮 袖ヶ浦 奥村 康徳 千葉 森田 聡史 ＧＭＧ八王子

70 +12 84 柴田 博文 ザ・レイクス 中村 成宏 常陽 内田 圭信 武蔵野

73 +13 85 屋代 亮 鹿沼 額賀 義朗 船橋 小澤 富男 白水 門田 誠一 香取

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 遠藤 直樹 立野クラシック 村田 達勇 オーク・ヒルズ

80 +14 86 永田 昭二 ノースショア 斉藤 義勝 常陽 高橋 恒人 赤城国際 石丸 和広 ノースショア

反町 希一 プレス 西村 國彦 成田GC 高村 保 姉ヶ崎

87 +15 87 梅山 明久 赤城国際 加藤 昭 那須小川 菊地 清治 鷹彦スリー 加藤 倫康 スプリングフィルズ

91 +16 88 関 徹也 赤城国際 村上 恭之 鹿島の杜 白石 哲也 南摩城 細野 敏彦 武蔵野

鈴木 幸司 東京国際

96 +17 89 浅田 哲也 富士笠間 鈴木 淳一 横浜

98 +18 90 金井 正善 太田双葉 菅井 雅之 嵐山

100 +19 91 伊藤 尚 総武 塩田 一樹 関東国際

棄権 浅田 勉 花生

欠場 阪田 哲男 袖ヶ浦 堀 将聡 ファイブエイト 原 克徳 袖ヶ浦 田中 耕介 浜野

室野 歩 東千葉 田代 格 ＧＭＧ八王子 今野 宗雄 皐月･鹿沼 根田 翔太郎鷹彦スリー

光山 富夫 横浜 竹石 要佑 筑波 岡田 勝麻 千葉国際

平成19年1月17日


