
平成19年度(第7回）　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

於： 伊香保カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 松田 永基 清川

-3 69

-2 70

2 -1 71 中澤 貞利 ツインレイクス 金 浩延 都賀

4 0 72 加藤 倫康 スプリングフィルズ 亀井 隆 唐沢 片野 由次 オリムピック 堀内 健 千葉国際

高橋 恒人 赤城国際

9 +1 73 高島 吉童 スプリングフィルズ 関澤 誠 ツインレイクス 梅山 明久 赤城国際 柳澤 知己 大洗

平山 康則 立川国際

14 +2 74 齋藤 正作 富里 平本 文明 相模原 岡本 聡 習志野 鎌田 一昭 嵐山

柴田 博文 ザ・レイクス 林 靖浩 東松山 宮下 雄一 浜野

21 +3 75 永井 英輔 東京国際

以上、予選通過

五味 俊彦 甲府国際 神山 逸志 戸塚 平戸 進二 清川 長谷川寿彦 岡部チサン

田中 雄三 相模原 鈴木 栄一 南摩城 広井 智一 廣済堂埼玉 神 羊二 ノーザン錦ヶ原

梅澤 吉朗 群馬 村越 元彰 宍戸ヒルズ

32 +4 76 關橋 光一 飯能グリーン 井川 智一郎初穂 染谷 建也 大利根 梅澤 武彦 相模原

柳澤 達哉 戸塚 神農 英和 セベ・バレステロス 小菅 滋朗 高坂 定山 清 セベ・バレステロス

兼田 克彦 立川国際 角田 浩 那須小川 林 一夫 川越 椎野 俊朗 サニーフィールド

中沢 文行 高山

45 +5 77 寺崎 孝浩 東千葉 金井 篤司 玉川 柿沼 博司 皐月･鹿沼 細沼 実 ベルエア

小宮 康彦 相模湖 岡田 睦広 プレス 菅井 雅之 嵐山 杉山 和正 大利根

吉田 文雄 東松山 手島 精一 立科 林 健一郎東松山 青山 喜美男秦野

本山 年夫 藤ヶ谷

58 +6 78 中村 哲也 越生 阿部 俊幸 秦野 中井 文彦 嵐山 渡辺 顕展 ノーザン錦ヶ原

山川 忠男 ルーデンス 木下 博之 プレス 秋山 定俊 相模原 渡邊 嘉男 習志野

大日 健 寄居 高田 康弘 関東国際 樋口 新吾 越生

69 +7 79 中村 潤 立川国際 坂本 伸二 越生 伊坂 弘道 立川国際 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト

辻 啓一 嵐山 柳 秀熙 立川国際 宝地戸展幸 高坂 金子 理 望月東急

77 +8 80 金子 憲三 緑野 明石 敬冶 ノーザン錦ヶ原 平方 彰 伊香保国際 天野 正行 立川国際

加藤 一美 ファイブエイト 内田 裕 美里 高山 薫 嵐山 小見山和也 カレドニアン

85 +9 81 牧野 博文 ザ･鹿野山 澤越 博幸 武蔵野 土屋 健次 武蔵 堂本 好壮 戸塚

89 +10 82 松原 元典 ファイブエイト 和泉 一夫 佐野 岩富 俊樹 さいたま梨花 阿部 智征 皐月･鹿沼

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 岩本 広栄 ファイブエイト 清水 卓馬 狭山 吉田 章 戸塚

小原 久仁視穂高 大久保慎也 さいたま梨花 堀越 元久 メイプルポイント 原口 隆 ファイブエイト

嶋田 順一 高坂 林 泰宏 武蔵 小島 英次 浅見

104 +11 83 吉田 達雄 チャーミング藤岡 小張 秀勝 東京五日市 替場 信一 富士笠間 原 邦之 東松山

山口 勝広 津久井湖 矢島 秀世 寄居 半田 明 東京五日市 坪井 浩之 プレス

高橋 昌美 ヴィンテージ 冨島 秀明 富士笠間 中島 雄一 越生 下地 善英 寄居

小松崎卓 アザレア 小林 好司 飯能グリーン 立石 和彦 寄居

119 +12 84 高橋 徹 東松山 橋詰 一彦 武蔵

121 +13 85 金山 浩 赤城国際 緑川 明利 サンヒルズ

123 +14 86 平林 輝夫 越生 伊藤 繁樹 岡部チサン

125 +15 87 櫻井 通有 岡部チサン 伊藤 泰介 立川国際

127 +16 88 鹿山 智弘 東京五日市 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 三浦 正則 高坂

130 +17 89 塩田 真博 ユニオンエース 平澤 洋二 ホワイトバーチ

+18 90

132 +19 91 湊 弘充 東松苑

133 +30 102 浦 幸夫 太平洋・佐野ヒルクレスト

失格 生形 幸政 玉造

棄権

欠場 田中 孝幸 佐久平 片岡 弘幸 南総 横内 義之 喜連川 池田 幸登 佐久平

和田 光司 嵐山 神山 義男 高坂 中村 洋和 美里 望月 泰廣 芳賀

小川 文平 サンヒルズ 高橋 是光 サンヒルズ

平成19年8月30日


