
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第６ブロック予選競技

於： 姉ヶ崎カントリー倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 渡邉 優登 ロイヤルスター 湯脇 克己 千葉国際 古田 陽二 ロイヤルスター

4 +1 73 大塚 泰一郎成田GC 松岡 啓 京葉 山下 勝紀 扶桑

7 +2 74 窪田 新平 早稲田大 中村 哲史 鷹之台 丸山 聖 千葉国際 鈴木 久男 千葉廣済堂

吉田 謄人 セゴビア 石原 紀一 成田東 會田 一 鶴舞

14 +3 75 長島 知広 カレドニアン

以上、予選通過

服部　　滋多 白帆 岩井 正一 習志野 高橋 隆人 梅ノ郷 長船 佑紀 新千葉

小袋 秀人 神奈川県アマ 高村 保 姉ヶ崎 水野 茂 房総

22 +4 76 工藤 洋史 木更津 渡辺 悠太 ニッソー 奥 正昭 上総富士 森 英明 ロイヤルスター

繪鳩 春雄 オーク・ヒルズ 杉山 宣行 房総 加藤 明 鎌ヶ谷 佐藤 有生 ユーアイ

30 +5 77 光山 成夫 東名 奥田 堅太郎セベ・バレステロス 最所 昌弘 新千葉 大数加祥平 鎌ヶ谷

市田 雅亮 袖ヶ浦 中谷　 要介 太平洋・佐野ヒルクレスト 石井 孝一 千葉夷隅 桐生 峰男 ブリック　アンド　ウッド

38 +6 78 佐藤 勝晃 習志野 橘 秀臣 取手国際 森 正樹 上総富士 千葉 康治 ダイナシティ成田

武井 康郎 源氏山 日置 智己 習志野 川口 勝弘 袖ヶ浦 北川 祐生 関東ジュニア

中田 俊雄 ゴールド越後湯沢 林 俊安 ロイヤルスター

48 +7 79 桜井 延秋 新千葉 川崎 豊 千葉夷隅 阿部 勝彦 霞南 稲村 隆浩 セゴビア

篠崎 州央 千葉国際 門田 誠一 香取 時田 雄二 姉ヶ崎 永野 雄亮 かずさ

川越 一久 東ノ宮 會田 善文 鶴舞 石井 啓太 カレドニアン 金原 彦甫 姉ヶ崎

冨田 昇 房総

61 +8 80 仁平 克弥 東筑波 内藤 慶 香取 金田 晃三 カレドニアン 山下 光男 加茂

増子 敬 白帆 原 克徳 袖ヶ浦 隈元 安雄 レインボーヒルズ 石山 博明 姉ヶ崎

磯岡 真吾 烏山城

70 +9 81 黄原 鐵夫 立野クラシック 首代 明秀 南総 品部 祐児 ブリック　アンド　ウッド 松山 信彦 セゴビア

岡村 善裕 東京湾 竹山 竜仁 中央学院大 町田 吉太郎木更津 坂野 和則 セベ・バレステロス

加藤 隆之 成田東 田辺 雄大 ファイブエイト

80 +10 82 佐瀬 敏夫 新千葉 岩本 錦明 ロイヤルスター 野竹 一彰 袖ヶ浦 徳永 宏臣 ゴールド越後湯沢

鈴木 正剛 横浜 皆藤 慎太郎富里 那須 久治 加茂 漆原 利親 ゴールド木更津

山野 純也 立野クラシック 松丸 佳孝 勝浦

90 +11 83 田中 久雄 岩瀬桜川 保坂 英徳 セベ・バレステロス 岩崎 裕樹 南総 柳本 隆之 加茂

後藤 浩 セベ・バレステロス 嶋野 菊治 加茂 山田 将之 中央学院大 笠川 喜久男鷹之台

98 +12 84 牧野 博文 ザ･鹿野山 弘光 利之 加茂 三宅 博文 木更津 大熊 章夫 広陵

佐藤 正樹 ブリック　アンド　ウッド 和田 泰治 房総 小寺 聡司 習志野 飛田 正吉 小田原･松田

大部　 一成 東筑波 山本 哲也 成田東

108 +13 85 石井 克暁 上総富士 毛利 元昭 立野クラシック 竹生 孝夫 佐原 渡部 美和 ザ･鹿野山

岩崎 哲世 成田東 牛尾 雄一 東京湾

114 +14 86 川田 充利 白鳳 佐野 陽彦 万木城 齋藤 博活 万木城 額賀 義朗 船橋

松崎 謹三 上総富士 松浦 竜太 源氏山 磯野 芳 加茂 本山 雄一郎カレドニアン

平林 淑民 立野クラシック

123 +15 87 泉田 晶 成田GC 岸田 歩 姉ヶ崎 池田 友信 立野クラシック 鳥海 健司 上総富士

岡田 佳也 白鳳

128 +16 88 木本 紀嗣 姉ヶ崎 広瀬 照康 成田東 石田 昭男 姉ヶ崎

131 +17 89 遠藤 直樹 立野クラシック

132 +18 90 吉田 和弘 上総富士 佐藤 文友 セゴビア 松崎 圭吾 水戸レイクス

+19 91

+20 92

+21 93

+22 94

135 +23 95 大村 幸市 カレドニアン

失格 今野 勲 真名 田中 純之 オリムピック

棄権 川西 玲 御殿場

欠場 小笠原信 鶴舞 西本 聖 鳳琳 有我 栄一郎鶴舞 藤本 歩 セントラル

田中 満 成田東 渡邊 聡史 鶴舞

平成19年5月7日


