
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2ブロック予選競技

於： 江戸崎カントリー倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -5 67 志村 幹夫 日立

-4 68

-3 69

2 -2 70 日暮 俊明 扶桑

3 -1 71 富田 雅之 セントラル 木名瀬和重 水戸

5 0 72 中野 正義 富士笠間

6 +1 73 藤方 修三 霞台 相馬 聡夫 茨城 小川 直康 セベ・バレステロス 細野 眞一 筑波

衣笠 洋司 横浜 山田 耕市 東ノ宮

12 +2 74 広田 文雄 長野 中田 辰悟 大利根 野口 道男 ブリック＆ウッド 木村 仁 玉造

川崎 邦朗 江戸崎 塚本 剛 水戸 石原 紀一 成田東

19 +3 75 岡田 佳也 白鳳 額賀 義朗 船橋 永岡 頼之 常陽 富田 文雄 茨城

毛利 史郎 茨城 木村 哲也 大利根

以上、予選通過
井上 泰臣 ゴールデンレイクス 井野上正俊 緑野 小金沢朋広 江戸崎 鈴木 雅弘 ニッソー

細野 博隆 皆川城 金子 光規 レインボー

31 +4 76 渡辺 誠 富士笠間 江崎 直之 千葉桜の里 遠藤 仁史 成田東 菅谷 昭雄 成田東

鈴木 正一郎成田東 野妻 秋美 鹿沼 仲村 高穂美かずさ 橘 秀臣 取手国際

増子 敬 白帆 近藤 博宣 あさひヶ丘 戸祭 泰夫 芳賀 水池 祐 フレンドシップ

海老原克守 ニッソー

44 +5 77 鈴木 泉 大洗 佐藤 浩一 富里 中川 文幸 寄居 中村 成宏 常陽

岡田 光史 嵐山 大久保政行 ザ・レイクス 関口 洋一 大厚木 杉浦 保幸 江戸崎

松田 五成 セベ・バレステロス 池田 正巳 オリムピック 藤崎 和典 富士笠間 吹野 耕一 都賀

磯岡 真吾 烏山城 橋谷田惠二 霞台 保坂 英徳 セベ・バレステロス 高山 貢 石坂

60 +6 78 市川 義勝 茨城ロイヤル 矢作 定雄 龍ヶ崎 稲田 和徳 富里 佐藤 豊 あさひヶ丘

関根 保彦 鷹之台 山野 貴之 富里 池田 健次 龍ヶ崎

67 +7 79 高窪 哲夫 大利根 戸田 光太郎我孫子 木村 正 富里 市川 隆夫 江戸崎

木村 広幸 大利根 吉田 勉 オリムピック 松山 信彦 セゴビア 篠塚 清 栗橋國際

小野 賢司 セベ・バレステロス 蛯原 英光 土浦 町田 貴敏 皆川城 志水 政則 房総

樋口 薦 セゴビア 宮川 一志 香取

81 +8 80 小笠原信 鶴舞 石川 勲 大利根 山川 真考 オリムピック 小山 浩之 扶桑

関 寛徳 嵐山 小林 宏輔 我孫子 坂野 和則 セベ・バレステロス 灰野 澄和 取手国際

吉岡 俊裕 ラインヒル 北神 秀樹 鶴舞

91 +9 81 平本 達哉 相模原 井草 義彦 一の宮 篠塚 和彦 武蔵野 水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト

広瀬 照康 成田東 渡辺 良隆 白鳳 皆藤 慎太郎富里

98 +10 82 石井 昭浩 皐月･鹿沼 浅野 尚利 扶桑 小野瀬弘記 龍ヶ崎 秋山 良一 ザ・レイクス

横山 和希 東松苑 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド

104 +11 83 小坂 譲 東京よみうり 島村 伸一 太平洋・佐野ヒルクレスト 広瀬 圭三 我孫子 小倉 公 霞台

小林 成弘 江戸崎 川田 充利 白鳳 黄原 鐵夫 立野クラシック 門田 誠一 オーク・ヒルズ

112 +12 84 佐山 成男 江戸崎 岩井 正夫 マナ 岡崎 雅次郎玉造 阪井 勝彦 東千葉

山本 哲也 成田東 大森 英一郎太平洋・佐野ヒルクレスト 岩垂 一博 さいたま梨花 日比生康宏 相模原

長谷川一 アジア下館 東 稔哉 成田GC 柳橋 一之 扶桑 王月 勇 我孫子

斉藤 義勝 常陽 岸 俊光 浦和

126 +13 85 小原 剛一 セベ・バレステロス 斉藤 竹夫 東ノ宮 雫 清志 東京よみうり 嶌田 真一 富士平原

川口 勝弘 袖ヶ浦 富田 勝 金砂郷 倉片 優 ザ・レイクス 片山 宗臣 ブリック＆ウッド

134 +14 86 坂入 光 東ノ宮 山本 昌夫 鷹

136 +15 87 松原 伸夫 京 小熊 隆幸 東筑波

138 +16 88 平井 武司 東筑波 前田 信吾 江戸崎 松本 真輔 富里 島澤 勝浩 茨城ロイヤル

薄井 滋 我孫子

143 +17 89 長浜 浄 相模野 八木橋満 レインボー

+18 90

+19 91

+20 92

+21 93

+22 94

+23 95

+24 96

+25 97

145 +26 98 亀谷 太郎 我孫子

失格 菊池 正彦 ブリック＆ウッド 白鳥 誠 セントラル

棄権 鈴木 大五郎千成 平井 康友 ザ・レイクス

欠場 中部 隆 袖ヶ浦 三橋 繁美 成田GC 阿部 逸朗 鶴舞 池田 倫彦 クリアビュー

金本 元章 取手国際 川上 恭弘 我孫子 太田 智喜 マナ 宿谷 郁男 東ノ宮

上野 仁 我孫子 江澤 健夫 藤ヶ谷 中川 利一 大利根 長田 有司 我孫子

工藤 隆司 浜野 大山 和則 スプリングフィルズ 福田 正明 アジア下館

平成19年8月31日


