
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： サンヒルズカントリークラブ・Westコース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -6 66 岡部 大輔 城里

-5 67

-4 68

-3 69

-2 70

2 -1 71 藤田 勇樹 バークレイ

3 0 72 金子 光規 レインボー

4 +1 73 戸祭 康生 芳賀 浅地 洋佑 関東ジュニア 百瀬 力弥 ケントス

7 +2 74 広保 啓太 駒澤大 坂田 晃一 宇都宮 岡田 壮広 皐月･佐野 半田 裕一 ファイブエイト

大塚 智之 関東ジュニア 設楽 守廣 赤城国際 阿部 匡伺 大新潟・出雲崎 芳賀 洋平 中央学院大

以上、予選通過

15 +3 75 中野 正義 富士笠間 高橋 恒人 赤城国際 桜井 一輝 梅ノ郷 佐藤 宇紘 白水

蓮実 伸彰 武蔵 吉村 竹朗 中央学院大 荒山 倫哉 紫塚

22 +4 76 柴田 博文 ザ・レイクス 反町 希一 プレス 今野 宗雄 皐月･鹿沼 帆足 文宏 東ノ宮

梅山 知宏 矢板 高橋 佳祐 駒澤大 岡田 睦広 プレス 小川　 文平 サンヒルズ

水野 陽介 駒澤大 北川 亨 芳賀 上野 英之 鹿沼 八尋 天聖 皐月･佐野

34 +5 77 村上 恭之 鹿島の杜 中島 拓哉 ラインヒル 鈴木 雅弘 ニッソー 中村 貴至 長瀞

梅山 明久 赤城国際 東家 賢政 水戸グリーン 阿部 祐希 中央学院大

41 +6 78 佐藤 順 唐沢 高橋 克明 芳賀 有賀 史剛 甘楽 早乙女剛史 皐月･佐野

角田 浩 那須小川 板橋 直也 桐生 和泉 一夫 佐野 神農 英和 セベ・バレステロス

本山 年夫 藤ヶ谷

50 +7 79 中部 隆 袖ヶ浦 高橋 勝 下野 高柳 大 関東ジュニア 加藤 真司 越生

伊山 祐介 セベ・バレステロス 大輪 達也 あさひヶ丘 廣田 剛治 紫塚 内田 宏健 関東国際

阿久津未来也ファイブエイト 原 優之介ザ・レイクス 緑川　 明利 サンヒルズ

61 +8 80 桑山 敦志 美里 山野井賢祐 喜連川 吉川 正憲 熊谷 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト

白石 忠信 大平台 和田 貴之 桜の宮 中村 成宏 常陽

68 +9 81 渡辺 悠 鶴 谷本 聖己 中央学院大 梶谷 卓矢 習志野 林 瑞祥 嵐山

72 +10 82 小玉 雅 烏山城 小野寺智夫 南総 金本 元章 取手国際 坂田 一郎 宇都宮

野口 政夫 佐野 細谷 祐生 茨城ロイヤル 渡辺 誠 富士笠間 柏木 豪 杉ノ郷

80 +11 83 清水 亮地 サンヒルズ 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 木下 博之 プレス 関 徹也 赤城国際

渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 宮下 雄一 浜野 田中　 富雄 烏山城 加藤　 成二 岡部チサン

村上 拓也 セゴビア 加藤 倫康 スプリングフィルズ 大和田康夫 草津 近藤 博宣 あさひヶ丘

92 +12 84 清水 俊充 サンヒルズ 鈴木 栄一 南摩城 横川 隆 太平洋・佐野ヒルクレスト 梶原 功嗣 武蔵

96 +13 85 永岡 頼之 常陽 小和田政男 東松苑 斉藤 義勝 常陽 照井 康平 武蔵

高澤 トーマス塩原 宍戸 重一 ゴールデンレイクス 高橋 是光 サンヒルズ 小林 征美 水戸

田村 大作 烏山城

105 +14 86 萱槙 伸祐 武蔵 岡 正典 下秋間 山崎 唯普 皐月･鹿沼

108 +15 87 金田 光司 セゴビア 橋本 孝志 芳賀 鈴木 竹虎 月 大石 実 杉ノ郷

坪井 浩之 プレス 明石 敬治 ノーザン錦ヶ原 星野 友成 セゴビア 小野 進 水戸

116 +16 88 下村 淳一 皐月･佐野 兵藤 一雄 喜連川 高橋 久雄 烏山城 村上 泰央 セゴビア

120 +17 89 吉田 正林 相模 金山 浩 赤城国際 半澤 淳人 セゴビア 亀田 丈司 武蔵

岩出 浩正 ルーデンス

125 +18 90 林 泰宏 武蔵

126 +19 91 松本 晴男 皐月･佐野 平岡 成介 美浦 岡崎 雅次郎玉造

129 +20 92 中澤 文行 高山 渡辺 顕展 サンヒルズ

131 +21 93 高久 康男 芳賀 唐木沢明 喜連川 山野 貴之 富里

134 +22 94 加藤 隆夫 カレドニアン 本吉 興毅 ルーデンス 松本 享三 寄居

137 +23 95 岸 真誼 烏山城

失格 梯 輝大 セゴビア

棄権 大湊 一郎 カレドニアン 中村 裕 紫

欠場 荒川 慶量 岡部チサン 橋詰 一彦 武蔵 舘浦 圭 千葉 岩元 忠弘 カレドニアン

平成19年5月10日


