
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第５ブロック予選競技

於： 東千葉カントリー倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 井上 項音士ブリック　アンド　ウッド 大溝 崇真 千葉国際

3 +2 74 中里 光之介ロイヤルスター 室野 歩 東千葉

5 +3 75 豊田 弘司 万木城 矢代 直仁 新千葉 白井 敏夫 総武 山城 康博 東千葉

9 +4 76 中島 正春 皐月･佐野 柳澤 信吾 袖ヶ浦 佐藤 和夫 東千葉 松本 武夫 成田GC

13 +5 77 加藤 昭 チェックメイト 今野 一哉 東京湾

以上、予選通過

谷山 優太 ノースショア 岡田 卓麻 千葉国際 矢高 翔 霞南

18 +6 78 廣瀬 智治 新千葉 佐藤 圭介 ノースショア 村田 達勇 東千葉 狩野 拓也 駒澤大

金子 泰雄 カレドニアン 土居 烈火 セブンレイクス 常澄 裕一 新千葉 江澤 健夫 藤ヶ谷

小林 宏輔 我孫子 関 貴之 カレドニアン

28 +7 79 塩田 一史 アバイディング 中田 辰悟 大利根 松嶋 隆 ロイヤルスター 江川 健一 千葉桜の里

石井 幹 千葉桜の里 佐藤 博史 東千葉 澁谷 重氏 新千葉 高橋 雅也 川越

36 +8 80 瀬口 直嗣 カレドニアン 浮ヶ谷 信夫 総武 今井 正岳 霞台 村井 重正 成田GC

冨永 勝 総武 並木 啓枝 霞南 森田 聡史 ＧＭＧ八王子 水上 龍樹 南富士

上重 修 総武 安藤 秀二 カレドニアン

46 +9 81 並木 良充 千葉夷隅 宮本 良正 霞南 毛利 史郎 茨城 服部 大輔 土浦

光吉 佑樹 佐原 渡辺 務 浜野 小川 直康 セベ・バレステロス

53 +10 82 高安 信行 セントラル 齋藤 哲也 成田GC 須賀 京介 ユーアイ 寺尾 聖一郎東千葉

有馬 昌宏 千葉国際 原田 晃 袖ヶ浦 富田 文雄 茨城 佐々木徹 真名

61 +11 83 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 星野 修平 関東ジュニア 渡辺 丈裕 ファイブエイト 伊藤 尚 総武

鈴木 悠介 新千葉 坂上 陸郎 日本大 宮島 輝喜 東京 佐藤 豊 あさひヶ丘

69 +12 84 西村 國彦 成田GC 國近 和寿 千葉桜の里 小川 恭伸 南総 相馬 聡夫 茨城

西山 庸行 小金井 大川 夏樹 ファイブエイト 佐藤 充利 成田ハイツリー 磯崎 太作 成田ハイツリー

高橋 雅幸 カレドニアン 布川 義久 袖ヶ浦 河野 淳一 袖ヶ浦 辻 幸一 岡部チサン

81 +13 85 中村 義之 習志野 白井 裕之 カレドニアン 山崎 俊彦 鷹之台 堀部 和正 秩父国際

松居 大輔 甘楽

86 +14 86 池田 一樹 成田ハイツリー 土屋 貞雄 新千葉 佐山 成男 江戸崎 萩森 一郎 龍ヶ崎

大井 勇輝 船橋 土屋 健次 武蔵

92 +15 87 豊田 茂文 千葉国際 平田 利夫 千葉国際 菊地 耕二 嵐山 仲山 信幸 浜野

阿部 逸朗 鶴舞 小川 正明 京 宮崎 英一 東千葉 橋谷 有造 東千葉

大関 翔 日本大

101 +16 88 鈴木 賢一 セゴビア 進 敬介 プレス 鈴木 康友 太平洋・佐野ヒルクレスト 金子 信夫 千葉桜の里

和田 敏郎 東千葉 中上 浩三 カレドニアン 金本 義和 日本

108 +17 89 吉田 法満 鶴舞 越川 眞彦 東名厚木 鈴木 正一郎成田ハイツリー 野村 仁志 千葉夷隅

笹原 昇 セベ・バレステロス 藤澤 尚範 ノースショア 三橋 繁美 成田GC 石井 淳一 東千葉

小倉 公 霞台

117 +18 90 萩原 則之 東千葉 松岡 祐介 鶴舞 橋本 哲夫 総武

120 +19 91 山中 達志 千葉 福井 寛隆 総武 大塚 洋二 姉ヶ崎 志水 政則 房総

124 +20 92 青木 正之 紫 猪野 洋 藤ヶ谷 横須賀雄一 東名

+21 93

127 +22 94 佐藤 健司 千葉桜の里 日暮 浩之 藤ヶ谷

+23 95

129 +24 96 植草 竜太郎京

130 +25 97 波多野直樹 東千葉

+26 98

+27 99

131 +28 100 阪井 勝彦 東千葉

132 +36 108 宮井 和敏 裾野

失格 下池 一男 浦和 小鳥 英樹 大利根 高橋 一君博総武

棄権 尾関 豊 ブリック　アンド　ウッド 山崎 剛志 裾野 平山 格 成田ハイツリー

欠場 三橋 好文 東千葉 岡崎 公聡 東千葉 佐藤 浩一 富里 中川 良博 東筑波

中原 鎭昭 厚木国際 赤間 貴夫 東千葉

平成19年5月11日


