
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： ヴィンテージゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +3 75 田中 孝幸 佐久平 斉藤 麗 甲府国際

3 +4 76 滝沢 孝行 松ヶ峯 井上 紳也 鷹彦スリー 柳澤 知己 大洗

6 +5 77 柳澤 文彦 佐久平 金山 將 鹿沼 小池 一平 諏訪レイクヒル 高田 聖斗 米山水源

以上、予選通過

10 +6 78 谷 重次 境川 三好 海土 オリムピック

12 +7 79 小林 慶一 府中 柴田 良三 紫

14 +8 80 冬頭 克宣 甲府国際 須長 雄介 ヴィンテージ 藤城 拓也 下野 杉山 直樹 赤城

小林 賢司 飯能グリーン

19 +9 81 佐藤 尚 オリムピック 三宮 勇雄 柏崎 名取 和光 ヴィンテージ 赤池 祐三 ヴィンテージ

百瀬 将道 松本 高山 貢 石坂

25 +10 82 吉岡 俊裕 ラインヒル 白 源正 ヨネックス 渡辺 昭男 富士チサン 新井 匠 秋山

29 +11 83 茅野 弘喜 諏訪湖 仲村 高穂美かずさ 早川 良平 ヴィンテージ 中園 貴暁 ファイブエイト

一之瀬方賛 グランステージ丸子 土志田誠治 府中

35 +12 84 塚田 竜一 扶桑 荻野 英治 昇仙峡 渡邊 嘉男 習志野 竹村 俊彦 成田GC

斉藤 清裕 東名

40 +13 85 田辺 規充 狭山 梅澤 武彦 津久井湖 木下 幸一 霞ヶ関 手塚 浩二 あづみ野

松本 偉嗣 ロイヤルオーク 岡本 聡 習志野 清水 克海 穂高 宮下 淳志 立科

中田 克美 中央道晴ヶ峰

49 +14 86 松本 直諭 ロイヤルオーク 田村 昌三 府中 伊坂 弘道 立川国際 長澤 稔 富士川

吉田 智雄 石坂

54 +15 87 池田 幸登 佐久平 小川 陽一 扶桑

56 +16 88 藤森 康年 中央道晴ヶ峰 松岡 英樹 ヴィンテージ 武田　 淳一 那須小川 小山 宏充 サニー

木下 隆 飯能グリーン

61 +17 89 田尻 寿啓 グランステージ丸子 久保 裕逸 石坂 椎野 俊朗 サニーフィールド 小泉 和章 都留

伊藤 泰介 立川国際 丸山 晋一郎葉山国際 片山　 宗臣 府中

68 +18 90 岩富 俊樹 さいたま梨花 柏原 弘信 穂高 内藤 久昭 八ヶ岳高原

71 +19 91 金井 巧 富士川 滝澤 泰三 習志野 長澤 伸哉 越生 長澤 廣道 富士川

柳 秀熙 立川国際

76 +20 92 須藤 進 京 石黒 真理夫霞ヶ関 山田 幸彦 春日居

79 +21 93 金森 龍太郎穂高 田中 耕介 カレドニアン 高橋 昌美 ヴィンテージ

82 +22 94 渡邉 正一 鴻巣 名取 輝高 諏訪湖

84 +23 95 工藤 隆司 浜野 内田 正典 諏訪レイクヒル

+24 96

+25 97

86 +26 98 臼井 正男 穂高

87 +27 99 二村 守 穂高

+28 100

+29 101

+30 102

88 +31 103 小田切政人 グリーンバレイ

失格

棄権 鮫島 周平 習志野 鈴木 幸司 東京国際

欠場 佐藤 隆 春日居 義山 鐘立 立川国際 小山田壮権 日高 塚田 憲之 甲斐駒

山内 勝彦 東京国際

平成19年5月11日


