
平成20年度関東アマチュアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 赤城国際カントリークラブ　南･西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 梅澤 吉朗 群馬

2 +1 73 田村 敏明 越後 桜井 一輝 梅ノ郷 松本 直諭 ロイヤルオーク

5 +2 74 岡田 卓麻 千葉国際 柳澤 知己 大洗 谷山 優太 ノースショア

8 +3 75 船橋 数晃 岡部チサン 高柳 大 太田双葉 伊藤 誠道 初穂

11 +4 76 広井 智一 廣済堂埼玉

以上、予選通過

大山 和則 スプリングフィルズ 佐藤 省吾 チャーミング藤岡 設楽 守廣 赤城国際

15 +5 77 小山 宏充 サニー 岡田 勝麻 関東ジュニア 小保方徹 皐月･佐野 坂上 陸郎 セントラル

19 +6 78 梅山 明久 赤城国際 半田 大統 ファイブエイト 桜井 将大 草津

22 +7 79 滝沢 孝行 松ヶ峯 仁木 海渡 鶴 大久保紳一郎岡部チサン 一之瀬方賛 グランステージ丸子

田中 孝幸 佐久平 波方 孝 越後 飯塚 隆 熊谷 生居 慎司 日本海

赤石 享大 赤城国際

31 +8 80 柳澤 文彦 佐久平 中澤 貞利 ツインレイクス 吉川 正憲 熊谷 大和田康夫 草津

阿部 政則 群馬 久田 謙 東京五日市 岡田 睦広 レーサム 佐藤 博史 東千葉

39 +9 81 宮下 雄一 浜野 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 神農 英和 セベ・バレステロス 福島 英之 チャーミング藤岡

金井 篤司 玉川 新井 匠 秋山 阿部 祐希 大新潟・出雲崎

46 +10 82 小野塚司 十日町 白 源正 ヨネックス 長井 盛太 ベルエア 阿部 匡伺 大新潟・出雲崎

関口 幸雄 芳賀 溝井 献也 茨城県アマ 繁田 勝 鴻巣 長尾 泰希 狭山

橋詰 一彦 武蔵

55 +11 83 島田 修 松ヶ峯 倉片 優 ザ・レイクス 掘 将聡 ファイブエイト 大神田巧 河口湖

黒沢 利一 廣済堂埼玉 高橋 恒人 赤城国際 狩野 又男 伊香保GC・岡崎城 井草 洋一 レーサム

杉山 直樹 赤城 中川 孝弘 石地シーサイド

65 +12 84 浅田 かれら 彩の森 谷口 幸大 岡部チサン 木村 浩貴 初穂 宮下 淳志 立科

河村 拓磨 城里 田辺 規充 狭山 中澤 文行 高山

72 +13 85 坪井 浩之 レーサム 住吉 大輔 ファイブエイト 井川 智一郎初穂 高橋 克明 芳賀

土居 烈火 セブンレイクス

77 +14 86 榎本 和彦 新千葉 磯 佑太 塩原 小林 喜代文妙義 竹澤 功泰 大日向

阿部 孝信 日光

82 +15 87 西野 伸幸 森林公園 森川 宗介 ＧＭＧ八王子 水谷 利之 美浦 三宮 勇雄 柏崎

伊坂 弘道 立川国際 天野 正行 立川国際 浦山 了大 静ヒルズ

89 +16 88 谷口 徳幸 岡部チサン

90 +17 89 生井 孝司 芳賀 星野 節二 ノーブルウッド 手島 精一 立科

93 +18 90 木元 公二 美浦

94 +19 91 大瀧 初明 藤岡温泉 上杉 秀樹 武蔵

96 +20 92 青木 守喬 戸塚 星野 博 群馬

98 +21 93 亀田 丈司 武蔵 堀口 晴雄 ツインレイクス 杠 貴行 秋山

101 +22 94 金子 昌之 扶桑 竹内 政勝 立川国際

103 +23 95 リー ウェインハン塩原 古橋 久 千葉 池田 幸登 佐久平 小原 久仁視穂高

+24 96

+25 97

+26 98

+27 99

+28 100

+29 101

+30 102

+31 103

+32 104

107 +33 105 佐藤 秀樹 美里

失格 永田 昭二 ノースショア

棄権

欠場 木下 健介 狭山 鮫島 周平 習志野 勝家 哲夫 穂高
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