
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3ブロック予選競技

於： 石坂ゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 高橋 雅也 川越

2 0 72 井上 昌樹 立科 平石 定夫 都留

4 +1 73 澤田 信弘 東京五日市

5 +2 74 水田 文生 ブリック＆ウッド 福島 勇 岡部チサン 伊藤 佐一 日高 馬場 康次 武蔵野

山本 二朗 オーク・ヒルズ

10 +3 75 鈴木 明彦 霞ヶ関 小林 祐治 東京 稲川 大次郎メイプルポイント 宮田 玲 あさひヶ丘

14 +4 76 久保 裕逸 石坂 森田 聡史 ＧＭＧ八王子 布川 貴久 真名 高井 聡 岩瀬桜川

新海 雅之 岡部チサン 来住野忠之 さいたま梨花

20 +5 77 水野谷章 石坂 金山 寿正 セゴビア 津村 竜浩 日高 川鍋 健彦 青梅

高橋 薫 高坂

以上、予選通過

嶋 辰雄 石坂 花田 直樹 ツインレイクス

27 +6 78 中林 満 廣済堂埼玉 高野 友明 玉川 上條 英二 秋山 安藤 秀二 カレドニアン

川和田英二 石坂 谷 健一 南摩城 山菅 利彦 緑野 竹村 昭雄 嵐山

東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト 金村 利光 岡部チサン

37 +7 79 伊藤 幸信 入間 吉田 智雄 石坂 小林 慶一 府中 藤澤 徹 石坂

桜井 真澄 武蔵松山 吉井 康司 さいたま梨花 平山 忠昭 狭山 三原 直樹 富士レイクサイド

45 +8 80 小原 祥三郎嵐山 新井 匠 秋山 鈴木 光夫 望月東急 田中 俊行 こだま神川

土屋 敏明 浦和 岸 伸一郎千葉 佐々木巧 相模湖 仁平 克弥 東筑波

比留間基好 寄居

54 +9 81 小林 孝裕 千葉 小島 亘 川越 小谷野文孝 飯能 前田 正雄 岡部チサン

堀口 晴雄 ツインレイクス 中山 照朗 都留 石井 昌紀 鶴舞 田中 良博 寄居

酒井 幸治 太平洋・佐野ヒルクレスト 林 俊安 ロイヤルスター 小林 秀行 鹿沼 大久保訓 浦和

因泥 武彦 上武 宮坂 和秀 津久井湖 吉岡 進 廣済堂埼玉

69 +10 82 小野 竜彦 オリムピック 齋藤 充 小川 内田 圭信 武蔵野 内藤 良政 秋山

神山 健治 加茂 牧野 光洋 嵐山 細野 敏彦 武蔵野 高野 秀治 鳩山

小林 隆寿 ホワイトバーチ 篠 慶弥 飯能 横内 応佳 境川 大部 一成 東筑波

武富 総範 美里 村上 了太 関東国際 阿部 幸治 岡部チサン 村上 拓也 セゴビア

成田 正樹 嵐山 谷 重次 境川 近藤 博 玉川

88 +11 83 竹花 英文 青梅 寺尾 聖一郎東千葉 横川 隆 太平洋・佐野ヒルクレスト 前田 隆一郎日高

宮島 輝喜 東京 高橋 茂雄 石坂 木下 健介 狭山 中野 五雄 浦和

安部 景一 川越

97 +12 84 森川 宗介 ＧＭＧ八王子 武田 淳一 那須小川 昼間 隆之 千葉 柿澤 洋治 秋山

中村 達三 浦和 金井 俊輔 相模湖 鈴木 秀夫 さいたま梨花 田辺 昌彦 岡部チサン

杉山 俊一 日高 松本 晴男 皐月･佐野 野崎 寿之 青梅

108 +13 85 稲村 隆浩 セゴビア 杠 貴行 秋山 長島 竹人 府中

111 +14 86 杉本 敏文 鹿沼 長尾 泰希 狭山 一川 立裕 太平洋・佐野ヒルクレスト 江川 秀雄 石坂

光信 直長 東千葉

116 +15 87 酒井 康和 石坂 石田 真吾 ＧＭＧ八王子 中村 敬一 嵐山 浅野 博司 浦和

峯澤 克之 メイプルポイント 下池 一男 浦和 山田 繁 東ノ宮 岡 時彦 浦和

片岡 裕晶 チェックメイト

125 +16 88 江成 渉 秋山 田邉 光男 飯能 井上 尭 日高 有山 清 高根

129 +17 89 泉田 晶 成田GC 渡邊 康博 武蔵 竹内 正之 川越 高橋 克己 武蔵野

波多野直樹 東千葉

134 +18 90 上田 啓輔 太平洋・佐野ヒルクレスト 森崎 豪 津久井湖

136 +19 91 小川 敬雄 武蔵

137 +20 92 利 博文 日高 池田 憲治 嵐山

+21 93

139 +22 94 山野本克俊 美里

+23 95

140 +24 96 原田 祐二 鷹之台 佐々木功一 美里

142 +25 97 志田 正陽 富里

+26 98

143 +27 99 平林 浩二 都留

失格 高澤 公司 八王子

棄権 久富 隆生 多摩 坪田 忠住 武蔵 和田 雅英 東京五日市

欠場 加藤 省志 小田原･松田 吉田 裕明 嵐山 小谷野希市 飯能 増田 茂 武蔵松山

有留 義武 東京五日市 村上 基一 浦和 原之園博 東京五日市 近藤 長久 寄居

高橋 文蔵 武蔵 竹内 正己 川越 小林 勝美 武蔵 倉島 茂 エーデルワイス

伊之沢洋志 甲斐駒

平成19年8月27日


