
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第７ブロック予選競技

於： 青梅ゴルフ倶楽部　東・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 日原 篤志 法政大 神戸 誠 太田双葉 若林 朋宏 城西大

4 -1 71 安田 太志 中央大

5 0 72 吉田 賢一 烏山城 和田 博 東京五日市 富田 雅之 セントラル

8 +1 73 野崎 寿之 青梅 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス

10 +2 74 水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 堀 将聡 ファイブエイト 和田 雅英 東京五日市 飯島 慎平 東京五日市

長尾 博文 青梅

以上、予選通過

平山 康則 立川国際 山田 稔 中央大

17 +3 75 嶋田 朱里斗白水 中村 潤 立川国際 高橋 薫 高坂 關橋 光一 飯能グリーン

石井 昌紀 鶴舞

22 +4 76 杠 貴行 秋山 水野 潤一 富士平原 中山 照朗 都留 樋口 新吾 越生

市川 隆夫 江戸崎 原田 武秀 府中 鹿山 智弘 東京五日市 田中 良博 寄居

白石 哲也 南摩城 今平 周吾 関東ジュニア 光信 直長 東千葉

33 +5 77 嶋田 憲人 青梅 鬼澤 友秀 ツインレイクス 細野 博隆 皆川城 斉藤 祐二 ユニオンエース

長尾 泰希 狭山 田代 格 ＧＭＧ八王子 小嶋 敬一 飯能グリーン 木下 健介 狭山

荻島 富雄 武蔵野

42 +6 78 金井 篤司 玉川 林 和彦 長瀞 戸高 明人 青梅

45 +7 79 生田 憲一 大利根 星野 正治 武蔵野 水野谷章 石坂 長崎 幸司 エーデルワイス

榊田 剛 青梅

50 +8 80 町田 貴敏 皆川城 池田 憲治 嵐山 西 悦男 青梅 林 信行 ユニオンエース

近藤 雅英 相模湖 小池 雅司 東京五日市 延田 政則 飯能グリーン 鈴木 武 青梅

清水 正一 青梅 澤井 裕一 青梅 加藤 昌弘 青梅 山岸 茂之 青梅

鈴木 克彦 ルーデンス 小野 竜彦 オリムピック 西部 純一 東京五日市 小林 隆寿 ホワイトバーチ

高橋 喜之 大相模 小島 英次 浅見

68 +9 81 長谷 貢治 東京国際 原 大輔 ゴールデンレイクス 大場 邦夫 大相模 鏑木 道夫 廣済堂埼玉

神 羊二 ノーザン錦ヶ原 細井 遠保 リバーサイドフェニックス 吉澤 壮一 ＧＭＧ八王子 谷 健一 南摩城

星野 慶二朗東京五日市

77 +10 82 竹花 英文 青梅 小野塚司 十日町 金田 徳治 厚木国際 坂本 伸二 越生

大山 和成 青梅 金子 節男 青梅 金澤 龍太 ゴールド越後湯沢 内山 博人 ＧＭＧ八王子

佐々木章 八王子

86 +11 83 榎本 幸和 オリムピック 堀越 元久 メイプルポイント 渡部 良 東京五日市 上田 啓輔 太平洋・佐野ヒルクレスト

呉屋 朝幸 青梅 米口 雄作 青梅 青木 豊 青梅

93 +12 84 小豆野修 甲斐駒 兼坂　 慶三 府中 冨永 龍介 東京五日市 萩原 篤博 箱根

磯部 儀博 越生 久富 隆生 多摩

99 +13 85 金井 修一 大相模 榎本 和彦 ロイヤル 松原 元典 ファイブエイト 田屋 庄吉 青梅

赤羽 国治 府中 野村　 雄一 府中

105 +14 86 玉木 田秀 オリムピック 小山 豊 青梅 山田 惠 狭山 三ツ木 隆之 東京五日市

109 +15 87 中川 文幸 ユニオンエース 田渕 裕民 青梅 平澤 天志 メイプルポイント 上甲 惠雄 青梅

海老沢孫顕 青梅

114 +16 88 中原 剛 東京国際 松下 英一 ＧＭＧ八王子 細野 敏彦 武蔵野 小川 智 東京国際

寺沢 徹 高麗川

119 +17 89 伊藤 満 中央都留 金子 憲三 緑野 岩下 嘉之 龍ヶ崎

122 +18 90 原口 隆 ファイブエイト 森谷 健一 青梅 小林 好司 飯能グリーン

125 +19 91 平澤 洋二 ホワイトバーチ 島村 敏 八王子 池田 幸夫 府中

128 +20 92 森崎 豪 津久井湖 木原 智之 メイプルポイント 大用 尚由 高麗川 平林 浩二 都留

132 +21 93 森川 宗介 ＧＭＧ八王子

133 +22 94 丸山 秀樹 小田原･松田

134 +23 95 本間 章浩 東名厚木

135 +24 96 小鹿 勝男 ＧＭＧ八王子

失格 田中 康文 青梅 岩本 広栄 ファイブエイト 今井 和弘 日光

棄権 平澤 角治 メイプルポイント

欠場 山中 秀一 青梅 直井 利充 鴻巣 前田 男 岡部チサン 義澤 彰 大相模

小張 秀勝 東京五日市

平成19年5月7日


