
平成18年度　関東ゴルフ連盟9月月例競技（男子）

於： 相模原ゴルフクラブ・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 薗田 峻輔 東千葉

2 +1 73 竹原 洋行 東名 水上 晃男 袖ヶ浦 飯塚 裕一 チャーミング藤岡 藤田 大 皐月･佐野

6 +2 74 竹石 要佑 筑波 宮本 清 小川 大槻 智春 千葉桜の里

9 +3 75 秋元 一男 相模原 白石 哲也 南摩城 石井 保行 清川 杉山 稔 総武

13 +4 76 永井 英輔 沼津 眞田 雅彦 リバーサイドフェニックス 堀 将聡 ファイブエイト 勝又 正浩 東京

17 +5 77 松本 直諭 ロイヤルオーク 風間 智行 小田原･松田 大田和桂介 ケントス 澤田 信弘 東京五日市

斉藤 剛 リバーサイドフェニックス 鹿島 康裕 相模原 村田 正信 東名厚木 松田 永基 清川

25 +6 78 前田 男 岡部チサン 小平 智 鷹 関澤 誠 ツインレイクス 榎本 剛之 鶴舞

市田 雅亮 袖ヶ浦

30 +7 79 青木 龍一 東名 高村 保 姉ヶ崎 金子 光規 レインボー 木下 博之 プレス

滝沢 泰三 習志野 金 浩延 都賀 松本 武夫 成田GC 村田 達勇 オーク・ヒルズ

早乙女剛史 皐月･佐野 高安 信行 セントラル 日暮 俊明 扶桑 小川 直康 セベ・バレステロス

42 +8 80 神戸 誠 太田双葉 進 敬介 プレス 野田 早人 大日向 遠藤 直樹 立野クラシック

前粟蔵俊太 セントラル 中田 辰悟 大利根

48 +9 81 河内 喜文 水戸 鈴木 栄一 南摩城 林 光一 ロイヤルスター 柳澤 信吾 袖ヶ浦

木村 哲也 大利根 白井 敏夫 総武 宮 辰夫 習志野 東 幸司 東京よみうり

伊 一郎 大平台 中野 正義 富士笠間

58 +10 82 横山 佳和 東京よみうり 鈴木 淳一 横浜 吉田 賢一 烏山城 亀井 隆 唐沢

山下 勝紀 扶桑 光山 富夫 横浜 中川 雅義 沼津 小久保武夫 小川

66 +11 83 斉藤 義勝 常陽 小澤 富男 さいたま梨花 奥村 康徳 千葉 神農 英和 セベ・バレステロス

70 +12 84 加藤 昭 那須小川 丹野 富壽 伊豆にらやま 久富 隆生 多摩 斎藤 太津規扶桑

74 +13 85 冨永 勝 総武 中村 貴至 長瀞 田中 耕介 浜野 額賀 義朗 船橋

梅澤 武彦 津久井湖 森川 宗介 ＧＭＧ八王子

80 +14 86 森田 聡史 ＧＭＧ八王子 日置 一 習志野

82 +15 87 吉田 文雄 東松山 平本 眞言 東名厚木

+16 88

84 +17 89 田畑 祐明 カレドニアン

85 +18 90 上野 英之 鹿沼 佐藤 圭介 ノースショア

失格 柴田 博文 ザ・レイクス

棄権

欠場 長谷川竜一 初穂 牧長 一喜 房総 佐藤 尚 オリムピック 木下 幸一 霞ヶ関

嶌村 公朗 伊豆にらやま 志村 幹夫 日立 原 克徳 袖ヶ浦 野口 道男 ブリック　アンド　ウッド

大塚 智之 川越

平成18年9月15日


