
平成19年度関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

於： 杉ノ郷カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 戸祭 康夫 芳賀

-1 71

2 0 72 江藤 文夫 東ノ宮

+1 73

3 +2 74 大塚 健二 霞ヶ浦出島 斉藤 裕一 鹿沼 大石 実 杉ノ郷

6 +3 75 関口 幸雄 芳賀 井伊 達朗 ロイヤル

8 +4 76 寺村 義美 スプリングフィルズ 堀口 守 皐月･鹿沼 西森 隆 鬼怒川 泉 秀夫 日光

隈元 安雄 レインボーヒルズ 藤崎 和典 富士笠間 杉山 直樹 赤城 新津 淳 広陵

村岡 稔 ファイブエイト 渡辺 誠 富士笠間

18 +5 77 三瓶 幸博 スプリングフィルズ 井坂 達也 水戸 神山 逸志 戸塚 奥澤 國男 龍ヶ崎

木村 光方 習志野 眞崎 敏寛 南総 安島 大三 水戸グリーン 高安 信行 セントラル

滝山 清 水戸 金田 昌極 太平洋・佐野ヒルクレスト 坂田 一郎 宇都宮

以上、予選通過

川野 和生 袖ヶ浦 高山 薫 嵐山 冨田 久三 茨城パシフィック

32 +6 78 藤本 秀夫 杉ノ郷 和田 幸男 大平台 桜木 博 金砂郷 高金 国広 東ノ宮

白井 健司 水戸グリーン 布施 敬三 袖ヶ浦 佐藤 光治 サニーフィールド 大輪 広明 水戸グリーン

佐藤 政秀 筑波学園 杉本 薫 水戸グリーン 小川 宏二郎鹿沼

43 +7 79 平沢 良雄 水戸 相田 喜久夫芳賀 尾関 達昭 あさひヶ丘 金田 昌富 筑波

飯泉 秀夫 玉造 林 瑞祥 嵐山 曽根 宏之 桐生 大輪 達也 あさひヶ丘

金 正出 ダイヤグリーン

52 +8 80 千葉 尚久 武蔵松山 杉山 利行 鬼怒川 深作 泰司 水戸 島村 弘行 皆川城

山田 繁 東ノ宮 土師 照夫 ザ・レイクス 矢野 塚春 鹿沼 奥澤 利光 那須

60 +9 81 小野 進 水戸 山川 忠男 ルーデンス 堂本 好壮 戸塚 和田 光司 嵐山

山本 章 佐野 入野 康昭 水戸 近藤 昭二 富士笠間 金井 勝 佐原

金城 正徳 皆川城 明下 雅美 栃木ヶ丘 安孫子郁夫 南摩城 横山 茂 皐月･佐野

友部 宣之 富士笠間

73 +10 82 中村 昇 成田東 錦織 啓市 栃木ヶ丘 赤間 貴夫 東千葉 小松崎尊久 常陽

鈴木 文俊 栃木ヶ丘 紺野 照夫 ロイヤル 角田 幸一郎皐月･鹿沼 佐々 憲夫 スプリングフィルズ

神藤 正夫 ルーデンス 成 楽英 杉ノ郷 小美野英二 大平台

84 +11 83 木目田碩史 戸塚 得能 三郎 栃木 芦澤 達雄 オーク・ヒルズ 根本 克雄 玉造

冨澤 和行 東松苑 及川 修 鷹 片倉 正博 杉ノ郷 臼山 重敏 皆川城

永沼 孝順 セゴビア 駒井 茂春 埼玉国際 渡辺 稔男 太平洋・佐野ヒルクレスト

95 +12 84 本吉 正彦 森林公園 平間 晴雄 鹿沼７２ 會田 茂 東筑波 横川 隆 太平洋・佐野ヒルクレスト

山田 宗義 筑波 板橋 理 東松山 吉田 章 戸塚 新谷 滿 スプリングフィルズ

大場 宣明 ユーアイ 篠内 満 茨城ロイヤル 木場田守 ルーデンス 鈴木 泉 大洗

清水 卓馬 狭山

108 +13 85 佐藤 賢司 佐原 吉原 邦比古水戸 竹原 政男 嵐山 前原 廣光 桐生

栗原 次男 水戸 野々下稔 栃木 加茂野新一 栃木ヶ丘 小杉 賢一 皐月･鹿沼

116 +14 86 内川 康夫 東ノ宮 宮田 識 那須 加山 永鍚 あさひヶ丘 増渕 正己 東宇都宮

萩森 一郎 龍ヶ崎 高橋 是光 サンヒルズ

122 +15 87 森塚 光彦 千葉夷隅 佐藤 春和 ルーデンス 利 博文 日高 西山 靖彦 白鳳

本山 年夫 藤ヶ谷 川鍋 大二 皆川城 井坂 猛 水戸

129 +16 88 横村 博 皆川城 澄 武志 東ノ宮 斉藤 竹夫 東ノ宮 増渕 守哉 鹿沼

千葉 孝 栃木ヶ丘 柏原 健三 東ノ宮

135 +17 89 儀同 静一 佐原

136 +18 90 藤井 穗昌 東名 磯 信広 那須チサン 竹生 孝夫 佐原

139 +19 91 手塚 晃 杉ノ郷

+20 92

140 +21 93 槐 義一 杉ノ郷 斉藤 晴久 岡部チサン

+22 94

142 +23 95 小林 茂樹 東ノ宮

+24 96

143 +25 97 柴田 大宜 栃木ヶ丘

+26 98

144 +27 99 石下 有良 杉ノ郷

失格 福島 順信 セゴビア

棄権

欠場 大井川健一 大宮国際 軍司 高志 富士笠間 川村 廣 皐月･鹿沼 越川 千秋 新宇都宮

秋本 孝 太平洋・佐野ヒルクレスト 樋口 淳 千成 川田 充利 白鳳 佐藤 敏弘 富士笠間

二亦 博 相模

平成19年7月11日


