
平成19年度　関東ミッドシニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技

於： 森林公園ゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +2 74 小宮 康彦 相模湖

+3 75

2 +4 76 高橋 敏 大秦野 小林 祺一郎富士チサン

4 +5 77 船越 茂人 スプリングフィルズ 斉藤 征修 南摩城 高橋 孝和 レインボー 中島 誠 森林公園

稲田 一男 スプリングフィルズ 金本　 勇 岡部チサン

10 +6 78 竹村 昭雄 嵐山 金丸 保 廣済堂埼玉 榎本 隆 津久井湖 高橋 正敏 入間

小山 敏男 青梅 斎藤 昌俊 嵐山 冨澤 和行 東松苑 佐野 勝勇 富士御殿場

18 +7 79 石原 勲 グリーンバレイ 河村 友正 龍ヶ崎 杉浦 勝 ＧＭＧ八王子 白井 旭 相模原

大場 宣明 ユーアイ

23 +8 80 増田　　收 大相模 横川 尚三 唐沢 大野 忠夫 東名厚木 吉永　 武 霞台

小川 光生 川越 前島 洋志 飯能 山本 法光 ＧＭＧ八王子

30 +9 81 深澤 貞夫 富士チサン 兼田 克彦 立川国際 太田 正孝 東名厚木 松野　 眞三 府中

平田 利夫 皐月･佐野 伊東 進 佐倉 尾関 達昭 鴻巣 大串 清司 清川

38 +10 82 斉藤 彊一 飯能グリーン 半田 明 東京五日市 宮里 佑交 寄居 真道 豊 レインボー

河盛 純造 ブリック＆ウッド 松岡 和歳 東京よみうり 室町 明 鴻巣 佐藤 正信 ＧＭＧ八王子

樅山 和由 武蔵松山 内田 幸穂 津久井湖 飯田 修治 鴻巣 近藤 長久 寄居

平井 英宣 武蔵 今井 一男 鴻巣 桶本 詔亮 浦和

53 +11 83 中澤 治重 青梅 板倉 俊夫 武蔵松山 桜井 真一 高坂 本吉 正彦 森林公園

神代 秀弘 白帆 梅澤 吉 群馬 徳永 一充 龍ヶ崎 武 貞夫 南摩城

牟田 龍一郎川越 岡田 光正 嵐山 長谷川保 メイプルポイント 長尾 忠隆 横浜

65 +12 84 古屋 博也 霞台 平間 晴雄 鹿沼７２ 田村 道明 高根

以上、予選通過

関 盛義 石地シーサイド 吉岡 幸夫 茨城 本間 晴芳 大秦野 岡田 恵司 浦和

72 +13 85 中沢 勝視 チェックメイト 朝日 六郎 伊東カントリー 松尾 俊介 東京よみうり 石川 辰雄 鴻巣

伊藤 茂治 津久井湖 山田 享弘 武蔵 山田 忍 嵐山 菅谷 邦正 芳賀

小菅 豊太郎日高 傍島 輝雄 千葉 嶋田 静雄 メイプルポイント

83 +14 86 堺 厚次 あさひヶ丘 佐々木善松 立川国際 塩崎 千晃 姉ヶ崎 藤岡 五郎 高根

高村 幸夫 富士箱根 村上　 鐵夫 府中 今村 佳嗣 千葉 石井 富夫 埼玉

岡田 四郎 千葉 佐々木喜堂 伊東カントリー 萩原 茂 赤城国際 北口 吉明 埼玉国際

水越 要 日光 北條 茂男 広陵

97 +15 87 市川 勇 美里 武野内七郎 栗橋國際 加藤 喜正 嵐山 八嶋 貞司 ザ・レイクス

山中 義衛 浦和 望月 功一 武蔵 清水 幸雄 鷹

104 +16 88 木村 敏之 嵐山 内野 和夫 八王子 羽田 恭二 伊東カントリー 荻原 悠功 武蔵野

渡辺 恒夫 鴻巣 酒巻 一生 東京

110 +17 89 小林 智 長瀞 渡辺 源伸 寄居 青山 勇 水戸 岡村 光治 那須小川

中村 友宏 高坂 長野 開二 相模野 新実 啓悦 嵐山

117 +18 90 青柳 征二 清川 加藤 昌男 千葉 保坂 芳壮 筑波学園 金谷 修平 嵐山

島津 末治 伊東カントリー

122 +19 91 前田 博之 富士御殿場 大須賀二郎 セベ・バレステロス 永井 秋光 東京五日市 平塚 善策 湯河原

平澤 角治 メイプルポイント 近藤 幸造 鷹 阿部 正直 武蔵松山 芳川 威巳 霞台

笈川 茂一 大秦野

131 +20 92 牛久保政宏 津久井湖 小池 浩 飯能 北村 彰敏 岡部チサン 松本 肇 武蔵

田代 誠 ザ・レイクス 松井 義明 日高 平野 元一 廣済堂埼玉

138 +21 93 入田 幸男 東京国際 宮田　 三夫 府中 佐藤 清 嵐山

141 +22 94 大堀 博之 入間 平野 武男 津久井湖

143 +23 95 富永 康輔 東京国際

144 +24 96 古庄 武信 東京五日市

+25 97

+26 98

145 +27 99 谷中 正男 水戸 市川 日出雄メイプルポイント 矢嶋 俊哉 入間

148 +28 100 川杉 元延 鷹

149 +44 116 阿久津邦雄 白水

失格 武安 洸二 水戸 榎本 正 飯能グリーン 吉田 守 入間 本田 享 大秦野

棄権 杉原 宏 飯能 黒岩　 一紘 府中

欠場 高田 昭治 東名 野口 敏雄 茨城 小林 俊一 飯能 野村 義弘 飯能

中村 巖 武蔵 吉川 幸男 廣済堂埼玉 小泉 博生 秦野 高橋 佑吉 東松山

山路 慶一 川越 得能 三郎 鹿沼７２ 飯塚 賢治 府中 古泉 勉 フォレスト

相馬 和胤 東京

平成19年9月12日


