
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： ザ・オーシャンゴルフクラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 永田 昭二 ノースショア

-1 71

0 72

2 +1 73 加治屋雅了 霞南 熊谷 淳 水戸グリーン 近藤 孝宣 関東ジュニア 志村 幹夫 日立

山崎 祐一 中央学院大

7 +2 74 海老原克守 ニッソー 平野 忠則 扶桑 市川 義勝 茨城ロイヤル 杵鞭 謙二 ノースショア

11 +3 75 野代 雅樹 習志野

以上、予選通過

寺沼 幸雄 水戸 木名瀬和重 水戸

14 +4 76 河内 喜文 水戸 海老原秀聡 セブンレイクス 寺村 義美 スプリングフィルズ 大山 和則 スプリングフィルズ

杉浦 保幸 江戸崎

19 +5 77 八木沼仁 ロックヒル 柳橋 章徳 セベ・バレステロス 金山 寿正 セゴビア 江口 幸輝 霞南

渡辺 泰三 パ協 村越 元彰 宍戸ヒルズ 飯泉 秀夫 玉造 塚本 剛 水戸

軍司 悦弘 高萩

28 +6 78 塩田 一樹 関東国際 阿部 真俊 笹神五頭 田中 慎一郎サンレイク 堀江 隆 カバヤ

村越 勝 霞台 菅谷 昭雄 成田東

34 +7 79 井上 泰臣 ゴールデンレイクス 石川 定男 セベ・バレステロス 太田 智喜 マナ 吉田 真典 那珂

38 +8 80 鈴木 光夫 望月東急 金沢 一漫 中央学院大 金子 理 緑野 根田 翔太郎鷹彦スリー

藤崎 和典 富士笠間 塙　 祐一郎白帆 宮田 玲 あさひヶ丘 芹沢 陽二郎東筑波

中川 利一 大利根 大川 将弥 レインボーヒルズ

48 +9 81 高島 吉童 スプリングフィルズ 田中 一徳 扶桑 蛯原 英光 土浦 小泉 匡稔 高萩

中嶋 政則 セベ・バレステロス 落合 光男 芳賀 皆川 嗣郎 富士笠間 七里 直樹 湯田上

廣瀬 圭三 我孫子 冨田 久三 茨城パシフィック 根津 訓光 茨城 日高 利夫 茨城

細野 眞一 筑波 長谷川竜一 水戸グリーン

62 +10 82 木村 仁 玉造 松本 真輔 富里 横川 竜希 東名 深作 正勝 ダイヤグリーン

大森 健二 東筑波 山田 耕市 東ノ宮 飯田 祐一郎霞南

69 +11 83 永田 邦春 セゴビア 斎藤 広巳 大利根 増子 秀典 茨城ロイヤル 田中 則之 茨城

関口 洋一 大厚木 上野 仁 我孫子

75 +12 84 小松崎卓 アザレア

76 +13 85 塚本 真司 鹿沼７２ 姥貝 丈司 潮来 島田 新一 習志野 半谷 喜夫 マナ

宮下 宜嗣 木更津 佐藤 裕 マナ 加藤 勝彦 緑野 関 秀勝 玉造

84 +14 86 金井 孝市 鎌倉 古性 利之 茨城パシフィック 森田 正浩 日立 會田 茂 東筑波

鈴木 明 土浦 小林 信三 ＧＭＧ八王子 牧長 一喜 房総

91 +15 87 花岡 錦一郎日光

+16 88

+17 89

+18 90

92 +19 91 染谷 建也 霞台

93 +20 92 田中 健一 ニッソー 小熊 隆幸 東筑波 古川 太次 サニーフィールド

+21 93

96 +22 94 染野 光弘 マナ

失格 山崎 進 ホワイトバーチ 橋本 義宣 日光 山菅 利彦 緑野

棄権 宿谷 郁男 東ノ宮

欠場 柳橋 一之 扶桑 川崎 邦朗 江戸崎 布施 敬三 袖ヶ浦 加藤 達也 広陵

山下 篤志 茨城 渡辺 真也 ザ・レイクス 岸 清寿 水戸

平成19年5月10日


