
平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権第８ブロック予選競技

於： 平塚富士見カントリークラブ・大磯コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 高橋 賢 秦野

2 0 72 宮里 政志 ノースショア

3 +1 73 井上 昌樹 立科 井端 和生 大熱海国際 山岸 慎太郎慶應義塾大 榎本 剛 東名厚木

青山 喜美男秦野 扇 徳男 富士箱根

9 +2 74 荒井 健人 大宮国際 宮本 博幸 大熱海国際

11 +3 75 横山 喜代春小田原･日動御殿場 楠 啓吾 レインボー 宮川 裕圭 ファイブエイト 溝端 隆一 千葉

以上、予選通過

太田 再勇 大相模

16 +4 76 小薗 惠吾 伊豆国際 名倉 康太 ファイブエイト 伊藤 誠道 初穂 庄司 由 秦野

20 +5 77 後藤 聡 小田原湯本 中村 勝郁 伊勢原 森 光弘 葉山国際 風間 智行 小田原･松田

亀ヶ谷 修 レインボー 池田 正巳 オリムピック 青木 克浩 東京湾

27 +6 78 江野 則秀 平塚富士見 千野 英樹 中山 岡本 好作 葉山国際 鈴木 優也 津久井湖

31 +7 79 金子 清 メイプルポイント 星野 英章 磯子 平戸 進二 清川 松村 滋基 ファイブエイト

杉山 賢治 本厚木 奥村 康徳 千葉 永井 英輔 東京国際 浅田 哲也 富士笠間

増島 弘幸 大厚木 岩田 善信 嵐山 小宮 康彦 相模湖 田辺 直喜 メイプルポイント

43 +8 80 荒谷 勝俊 東京湾 市川 雄三 ファイブエイト 横山 佳和 東京よみうり 片野 由次 オリムピック

松本 浩 霞南

48 +9 81 松原 伸夫 京 向川 智也 小田原･松田 山口 愼一 東名 山口 勝広 津久井湖

高井 聡 岩瀬桜川 丹野 富壽 伊豆にらやま 都元 陽介 湘南シーサイド 衣笠 洋司 横浜

谷澤 学 東名厚木 高橋 孝和 レインボー 遠山 武志 横浜 大沼 貴史 小田原･松田

60 +10 82 蓑島 利文 平塚富士見 寺崎 孝浩 東千葉 八木 秀夫 立科 小柳 式夫 沼津国際

高橋 信一 オリムピック 森井 優 土浦 野口 兼一 富士御殿場 佐野 正人 朝霧ジャンボリー

中島 廣行 秦野 勝田 兵吉 箱根 出浦 功 オリムピック 河邊 博和 東名富士

72 +11 83 勝俣 和久 オーク・ヒルズ 篠崎 正一 清川 阿部 俊幸 秦野 高井 勝 平塚富士見

真道 豊 レインボー 上條 英二 秋山 青木 一夫 津久井湖 田村 和明 玉造

銭　 明宏 府中 福田 幸雄 鷹彦スリー

82 +12 84 高瀬 幸史郎沼津国際 三堀 浩司 大厚木 師玉 勉 オーク・ヒルズ 竹永 和美 南総

川村 圭一 大相模 川渕 秀徳 房総 樋田 真 東名

89 +13 85 新井 秀男 平塚富士見 石田 真吾 ＧＭＧ八王子 吉田 勉 オリムピック 原 克宣 小田原･松田

山ノ上 利充 秦野 山下 一郎 大相模 柳澤 達哉 戸塚 高梨 正義 平塚富士見

島路 清惠 横浜 山形 洋一 宍戸ヒルズ

99 +14 86 後藤 敏彦 大相模 成田 正義 秦野 岩佐 和彦 相模湖 平野 洋一 大厚木

川原 修 富士箱根 池田 正志 オーク・ヒルズ 山川 真考 オリムピック 柳元 繁 東京湾

細野 正明 大相模

108 +15 87 関 晴樹 メイプルポイント 手塚 哲秀 大熱海国際 岩橋 雅一 小田原･松田 高橋　 敏彦 東名厚木

牧野 寛 鹿沼 田坂 伸一 大厚木 高田 敦 大相模 蛯名 忠親 チェックメイト

116 +16 88 生 和男 津久井湖 麻薙 惇彦 小田原湯本 片倉 忠雄 平塚富士見 小林 正尚 レインボー

石井 哲夫 東京湾

121 +17 89 安田 成喜 カレドニアン 蛯原 潤 レインボー

+18 90

123 +19 91 衣笠 学 千葉新日本 小野 悦央 鶴舞 江副 貴彌 相模湖 中嶋 一成 レイク相模

北神 秀樹 鶴舞 篠塚 猛人 東京湾 江成 浩 津久井湖

130 +20 92 内野 秀紀 オーク・ヒルズ

131 +21 93 盛 英夫 三島 内田 秀臣 東名

133 +22 94 柳下 俊明 平塚富士見 松浦 一生 府中

+23 95

135 +24 96 長浜 浄 相模野

失格 佐治 孝彦 ザ・レイクス

棄権

欠場 市川 春男 レインボー 清水 卓馬 狭山 浜村 拓也 オリムピック 金子 真育 慶應義塾大

志村 明則 メイプルポイント 石田 哲次郎千葉新日本 田中 次郎 横浜 飯島 直也 秦野

平成19年5月7日


