
会場：
期日：

エントリー： 144名
出場： 130名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 姥貝 丈司 潮来 72 (38、34) 土屋 健次 武蔵 80 (41、39) 西岡 浩一 セントラル 84 (43、41) 藤田 直彦 カレドニアン 91 (43、48)

小川 文平 サンヒルズ 72 (36、36) 石塚 将年 フレンドシップ 80 (41、39) 安部 景一 川越 84 (42、42) 福島 英之 藤岡 91 (43、48)

3 前田 正雄 岡部チサン 73 (37、36) 木下 博之 レーサム 80 (41、39) 細沼 実 ベルエア 84 (42、42) 125 森下 治 岡部チサン 92 (48、44)

浅田 かれら 彩の森 73 (35、38) 霜田 邦明 那須黒羽 80 (40、40) 倉持 均 クリアビュー 84 (42、42) 田中 健一 ニッソー 92 (46、46)

5 高橋 修一 栃木ヶ丘 74 (35、39) 村上 了太 関東国際 80 (40、40) 白金 満明 鴻巣 84 (41、43) 花田 宣之 大秦野 92 (45、47)

6 大隅 正史 クリスタル 75 (39、36) 平方 彰 伊香保国際 80 (39、41) 小島 好夫 飯能くすの樹 84 (39、45) 128 箭内 昇 セゴビア 94 (49、45)

河内 喜文 水戸 75 (39、36) 野妻 秋美 鹿沼 80 (39、41) 88 小川 浩司 埼玉 85 (43、42) 129 早坂 宏幸 鹿沼 101 (45、56)

小島 亘 川越 75 (39、36) 48 峯 真吾 鹿沼 81 (43、38) 岡 靖久 セゴビア 85 (42、43) 棄権 佐藤 充利 成田ハイツリー

金山 將 鹿沼 75 (36、39) 星野 晃一 鶴舞 81 (42、39) 黒沢 利一 廣済堂埼玉 85 (39、46) 欠場 鈴木 光夫 望月東急

徳世 忠司 岡部チサン 75 (36、39) 小野 太佳司 寄居 81 (42、39) 91 中村 洋和 美里 86 (47、39) 欠場 橋詰 一彦 武蔵

11 勝又 正浩 東京 76 (43、33) 池田 倫彦 クリアビュー 81 (42、39) 山菅 利彦 緑野 86 (45、41) 欠場 小島 英次 浅見

大島 教之 岡部チサン 76 (39、37) 梅山 明久 赤城国際 81 (42、39) 荒井 建次 寄居 86 (43、43) 欠場 町田 真二 廣済堂埼玉

望月 泰廣 芳賀 76 (38、38) 片宗 禎弘 千葉桜の里 81 (42、39) 樋口 薦 セゴビア 86 (43、43) 欠場 斉藤 祐二 ユニオンエース

高橋 薫 高坂 76 (38、38) 石川 崇 浅見 81 (41、40) 小林 賢司 飯能グリーン 86 (43、43) 欠場 金子 理 望月東急

國近 和寿 千葉桜の里 76 (37、39) 55 笠井 誠 秋山 81 (40、41) 提 敏博 鳩山 86 (43、43) 欠場 井川 智一郎 初穂

椎野 俊朗 サニーフィールド 76 (35、41) 広井 智一 廣済堂埼玉 81 (40、41) 97 服部 光宏 アバイディング 87 (47、40) 欠場 大久保 慎也 さいたま梨花

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 會田 一 鶴舞 81 (39、42) 村田 雅久 千葉 87 (44、43) 欠場 中野 五雄 浦和

17 三上 修平 エーデルワイス 77 (39、38) 58 野口 勇 クリアビュー 82 (44、38) 反町 希一 レーサム 87 (44、43) 欠場 鈴木 亮太 川越

岡田 睦広 レーサム 77 (38、39) 佐藤 豊 あさひヶ丘 82 (43、39) 林 勝昭 寄居 87 (43、44) 欠場 大塚 泰一郎 成田GC

小林 康春 藤岡 77 (38、39) 比留間 基好 寄居 82 (43、39) 坂本 伸二 越生 87 (41、46) 欠場 磯崎 太作 成田ハイツリー

中澤 文行 高山 77 (37、40) 榊田 剛 青梅 82 (42、40) 佐々木 厚史 クリアビュー 87 (41、46) 欠場 神山 義男 高坂

大川 博史 鶴舞 77 (37、40) 森脇 康行 こだま神川 82 (42、40) 103 犬飼 修三 鳩山 88 (48、40) 欠場 池田 一樹 成田ハイツリー

22 渡辺 顕展 サンヒルズ 78 (42、36) 鈴木 雅弘 ニッソー 82 (42、40) 高橋 薫 東筑波 88 (47、41)  
水上 政宏 岡部チサン 78 (41、37) 斉藤 隆夫 東松山 82 (41、41) 西島 健彦 相模湖 88 (45、43)  
新村 義幸 岡部チサン 78 (40、38) 田中 孝生 カレドニアン 82 (41、41) 竹内 正之 川越 88 (43、45)  
上條 英二 秋山 78 (39、39) 嶌田 真一 富士平原 82 (39、43) 岡 時彦 リバーサイドフェニックス 88 (43、45)  
内田 裕 美里 78 (39、39) 吉田 文雄 東松山 82 (39、43) 三上 武史 岡部チサン 88 (42、46)  
野崎 寿之 青梅 78 (38、40) 68 並木 伸吾 アバイディング 83 (46、37) 萱槙 伸祐 武蔵 88 (42、46)  
吉岡 進 廣済堂埼玉 78 (37、41) 新井 利幸 廣済堂埼玉 83 (45、38) 森 英明 ロイヤルスター 88 (42、46)  

29 竹内 正己 川越 79 (42、37) 岡田 光史 嵐山 83 (42、41) 堀口 晴雄 ツインレイクス 88 (41、47)  
關橋 光一 飯能グリーン 79 (41、38) 谷掛 充宏 美浦 83 (41、42) 112 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 89 (46、43)  
櫻井 通有 岡部チサン 79 (41、38) 土田 恭章 藤岡 83 (41、42) 石井 嗣人 総武 89 (46、43)  
長谷川 壽彦 岡部チサン 79 (39、40) 有我 栄一郎 鶴舞 83 (41、42) 高橋 敬二 川越 89 (45、44)  
広田 文雄 長野 79 (39、40) 繁田 勝 鴻巣 83 (41、42) 明石 敬冶 ノーザン錦ヶ原 89 (41、48)  
山口 滝太 武蔵 79 (39、40) 阿部 幸治 岡部チサン 83 (41、42) 116 岡 正博 石坂 90 (47、43)  
金井 篤司 玉川 79 (38、41) 浜部 浩一 クリアビュー 83 (40、43) 市川 毅 寄居 90 (44、46)  
早川 守 セゴビア 79 (38、41) 中村 研一郎 クリアビュー 83 (40、43) 笹原 雅樹 栃木ヶ丘 90 (43、47)  
小林 正志 こだま神川 79 (38、41) 西野 伸幸 森林公園 83 (39、44) 齋藤 充 小川 90 (42、48)  
舘野 章 芳賀 79 (38、41) 河野 光宏 太田双葉 83 (39、44) 佐藤 秀樹 美里 90 (42、48)  
高橋 恒人 赤城国際 79 (37、42) 成田 正樹 嵐山 83 (38、45) 121 嶋田 順一 高坂 91 (46、45)  

40 近藤 博 玉川 80 (42、38) 81 田辺 昌彦 岡部チサン 84 (44、40) 中村 由一郎 鶴舞 91 (46、45)  

平成21年8月24日

平成21年度(第9回）関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技

岡部チサンカントリークラブ・美里コース( 7020Yards   Par 72 )


