
平成19年度関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

於： 藤ヶ谷カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 土屋 貞雄 新千葉

2 -1 71 額賀 義朗 船橋

3 0 72 染谷 健市 扶桑

4 +1 73 松山 信彦 セゴビア 山田 勧 東千葉

6 +2 74 大塚 泰一郎成田GC 藤方 修三 霞台 延田 政弘 東千葉 澁谷 重氏 新千葉

石井 孝一 千葉夷隅 舘野 光夫 一の宮 冨田 進 岡部チサン 深澤 潔 東我孫子

14 +3 75 安井 勲 千葉桜の里 美濃村和男 龍ヶ崎 矢吹 元良 ゴールデンレイクス 笠川 喜久男鷹之台

坂口 正澄 ザ・レイクス 金子 航二 東千葉 江川 健一 千葉桜の里

21 +4 76 大関 利男 千葉 加倉井清一 金砂郷 徳永 一充 龍ヶ崎 伊原 勇 総武

25 +5 77 中野 貞宜 東我孫子 細江 明浩 東千葉 大武 正 習志野 徐 正一 中山

茂木 敏則 東我孫子

以上、予選通過

石井 幹 千葉桜の里 山中 正 習志野 初見 勝 セベ・バレステロス 高橋 久雄 東松山

森 文徳 真名 泰山 義基 茨城 冨士原聖 かずさ 大川 博史 鶴舞

小坂 譲 東京よみうり 伊藤 雅久 麻生 板垣 和男 玉造 阿部 孝信 日光

北裏 富麿 東松山 植松 進一 千葉桜の里

44 +6 78 富田 文雄 茨城 伊藤 正和 習志野 稲葉 英治 東千葉 若田 直樹 桜

山口 雅司 大利根 岩井 正一 習志野 甲斐 利男 長南 浅井 一夫 新千葉

小左古孝 ザ・レイクス 斎藤 実 取手国際 原田 英治 船橋 染谷 建也 霞台

緒方 忠昭 龍ヶ崎

57 +7 79 大数加祥平 鎌ヶ谷 横山 正一 千葉 川崎 豊 千葉夷隅 齋藤 博活 万木城

新倉 利夫 桜 木島 侑二 房総 浅井 義久 成田GC 島田 正 龍ヶ崎

鈴木 龍男 木更津 石塚 喜貞 我孫子 矢作 定雄 龍ヶ崎

68 +8 80 山田 保太郎東千葉 金子 光雄 総武 大山 四郎 新千葉 佐藤 和美 鎌ヶ谷

渡辺 秀男 総武 河村 友正 龍ヶ崎 永井 四郎 レインボーヒルズ 白井 敏夫 総武

平山 格 成田ハイツリー 成田 賢二 大利根 木村 武 扶桑 佐々木徹 真名

80 +9 81 松田 明 オーク・ヒルズ 児玉 泰文 岡部チサン 臼倉 喜八郎龍ヶ崎 石田 俊一 房総

土屋 博義 我孫子 赤木 一成 東松苑 岸 俊光 霞台 安田 進 千葉新日本

88 +10 82 相原 信夫 ブリック　アンド　ウッド 田中 賢治 かずさ 谷 猛夫 東松山 樋口 薦 セゴビア

加瀬 健一郎レインボーヒルズ 児島 純 東松山 山崎 晴央 取手国際 中島 久幸 総武

山田 寛道 鶴舞 冨田 昇 房総 横山 彰 東千葉

99 +11 83 浅野 健造 龍ヶ崎 林 秀次郎扶桑 鈴木 由蔵 茨城ロイヤル 繪鳩 春雄 オーク・ヒルズ

吉田 由雄 取手国際 山下 勝紀 扶桑 蜂谷 英夫 鷹之台 菅谷 昭雄 成田東

田中 邦晴 東名厚木 福田 栄二 川越 鈴木 宏彦 玉造 河盛 純造 ブリック　アンド　ウッド

井上 久夫 霞台 山本 利次 真名 今村 佳嗣 千葉 篠崎 正典 ゴールデンレイクス

115 +12 84 桐生 峰男 ブリック　アンド　ウッド 福井 寛隆 総武 古橋 久 千葉 水野 茂 房総

吉永 武 霞台 佐久間義雄 姉ヶ崎 平島 昭久 かずさ 馬渕 博臣 麻生

白川 永鎮 千葉桜の里 近藤 次郎 成田東

125 +13 85 豊田 裕義 川越 芳川 威巳 霞台 國井 孝志 東我孫子 関根 宏一 鷹之台

伊藤 澄夫 千葉桜の里 加藤 明 鎌ヶ谷 飯塚 正純 一の宮 今竹 潔 龍ヶ崎

高田 惠一郎総武

134 +14 86 佐野 陽彦 万木城

135 +15 87 西部 純一 東京五日市 加藤 清司 千葉夷隅 鮎原 政司 房総 坂本 勝治 フレンドシップ

渡辺 和喜 船橋

140 +16 88 八幡 信義 かずさ 戸部 勝二 東千葉 小島 勝男 オーク・ヒルズ

143 +17 89 浜島 照佳 鷹之台 小原 信一 房総 川島 謙扶 新千葉 松森 実 かずさ

大塚 利昭 土浦

+18 90

+19 91

148 +20 92 金子 展夫 新千葉 片山 宗臣 ブリック　アンド　ウッド

150 +21 93 山中 達志 千葉

151 +22 94 上野 泉 ブリック　アンド　ウッド

152 +23 95 福島 常廣 大利根

+24 96

153 +25 97 大島 治 東千葉

154 +54 126 水野 清 鶴舞

失格

棄権

欠場 一丸 直也 我孫子 大城 正準 総武 橋谷田恵二 霞台 望月 功一 武蔵

鮫島 恒男 船橋 遠藤 修 岡部チサン

平成19年7月9日


