
平成20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： 厚木国際カントリー倶楽部・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 69 中里 光之介ロイヤルスター

-2 70

-1 71

2 0 72 小袋 秀人 パ協

3 +1 73 楠 啓吾 レインボー

4 +2 74 宮里 政志 ノースショア

5 +3 75 秋元 嘉夫 レインボー 吉沢 慎太郎専修大

7 +4 76 松原 亨 慶應義塾大 三橋 猛 カレドニアン 中部 隆 袖ヶ浦 原田 安浩 ノースショア

11 +5 77 川西 玲 御殿場 飯塚 裕一 チャーミング藤岡 木下 幸一 霞ヶ関 中川 雅義 沼津

以上、予選通過

高橋 賢 秦野 庄司 由 秦野 金子 達朗 ゴールド木更津 金子 真育 慶應義塾大

大久保太朗 富士箱根

20 +6 78 相馬 聡夫 茨城 石井 孝一 千葉夷隅 松本 浩 霞南 井上 昌樹 立科

青山 喜美男秦野

25 +7 79 田中 聖也 小田原･松田 島路 清惠 横浜 阿部 真俊 大新潟・出雲崎

28 +8 80 加藤 昭 チェックメイト 加藤 健二 小田原･松田 高村 和央 富士箱根 野口 道男 ブリック＆ウッド

榎本 剛 東名厚木 杉山 賢治 本厚木 平尾 大吾 習志野

35 +9 81 斉藤 芳成 常陽 平戸 進二 清川 金子 泰雄 カレドニアン 原 繼雄 横浜

日覚 暁紀 伊勢原 鈴木 淳一 横浜

41 +10 82 河邊 博和 東名富士 鈴木 正一郎成田ハイツリー 平子 尚丈 大相模 石川 重人 鎌倉

鶴谷 竜一 専修大 辻下 英良 大厚木 福田 幸雄 鷹彦スリー 永井 英輔 東京国際

塩部 健太 専修大 村上 雄太 南総 田中 耕介 カレドニアン

52 +11 83 岩田 善信 嵐山 濱田 正行 清川 柳澤 達哉 戸塚 藤澤 尚範 ノースショア

山崎 大輔 鶴 小澤 広之 大厚木 安藤 秀二 カレドニアン

59 +12 84 山ノ上 利充 秦野 光山 富夫 横浜 太田 再勇 大相模 原田 武秀 大利根

今井 千春 大相模 片山 滋 富里 山口 拓也 東名厚木 柳下 和茂 伊勢原

風間 智行 小田原･松田 森 光弘 葉山国際

69 +13 85 寺内 勝彦 駒澤大 片山 大弐郎レイク相模 広保 啓太 駒澤大 岩崎 裕樹 南総

平山 格 成田ハイツリー 高橋 敏彦 東名厚木 勝田 兵吉 箱根 竹内 雅輝 慶應義塾大

中村 彰宏 横浜 東 幸司 東京よみうり 小島 謙太郎駒澤大 三浦 孝介 日本大

81 +14 86 山田 敏紀 箱根 菊地 耕二 嵐山 松村 滋基 ファイブエイト 鮫島 康孝 箱根

鈴木 久男 東京湾 三堀 浩司 大厚木 武富 聡範 美里 嶌田 真一 富士平原

松居 大輔 甘楽 加藤 隆夫 浜野 宮田 広人 皆川城

92 +15 87 岡本 好祚 葉山国際 岩田 洋 嵐山 長澤 伸哉 越生 厚ヶ瀬 学 小田原･松田

成松 光一郎大厚木

97 +16 88 石黒 真理夫霞ヶ関 高田 敦 大相模 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 原 克宣 小田原･松田

田村 巌 東京よみうり 千葉 康治 成田の森

103 +17 89 佐藤 政弘 平塚富士見 信岡 史将 富里 善方 幸次 大厚木 岩橋 雅一 小田原･松田

107 +18 90 片倉 忠雄 平塚富士見 村田 正信 大厚木 柳下 俊明 平塚富士見 相澤 英之 裾野

111 +19 91 小林 信三 ＧＭＧ八王子 木村 記章 大秦野 高橋 茂樹 伊豆にらやま 田屋 庄吉 青梅

李 栄浩 セゴビア

116 +20 92 中原 鎭昭 厚木国際 野村 昇 沼津国際 越川 眞彦 東名厚木 吉田 章 戸塚

120 +21 93 山崎 博之 真名

121 +22 94 桑原 一夫 大厚木 吉田 賢一 烏山城

123 +23 95 義澤 彰 大相模 開嶋 宗基 大秦野 中島 智明 千葉廣済堂 石川 克寿 姉ヶ崎

127 +24 96 小島 和浩 厚木国際 蛯名 忠親 チェックメイト

129 +25 97 盛 英夫 三島 高橋 勲 茨城 皆藤 慎太郎富里

+26 98

+27 99

132 +28 100 秋月 康司 立野クラシック

失格 三好 海土 オリムピック 光山 成夫 東名

棄権 西田 利一 府中

欠場 峯宇 哲也 大相模 山下 一郎 チェックメイト 鈴木 昭彦 沼津 横井 文昭 源氏山

大湊 一郎 浜野 中嶋 一成 レイク相模 山岸 慎太郎玉造

平成20年5月7日


