
平成20年度関東アマチュアゴルフ選手権第５ブロック予選競技

於： 中山カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 佐藤 圭介 ノースショア

-1 71

2 0 72 金子 光規 レインボー 杉山 稔 総武

+1 73

4 +2 74 室野 歩 東千葉 金田 幸一郎船橋 橋谷 有造 東千葉

7 +3 75 松丸 佳孝 成田東 磯岡 真吾 烏山城 上代 修二 中山 浮ヶ谷 信夫 総武

山城 康博 東千葉 町田 吉太郎木更津

13 +4 76 小寺 聡司 習志野 石井 幹 千葉桜の里

以上、予選通過

田中 豪 宍戸ヒルズ 阿部 逸朗 鶴舞 千野 英樹 中山 有馬 昌宏 千葉国際

19 +5 77 川崎 邦朗 江戸崎 阪田 哲男 袖ヶ浦 豊田 弘司 万木城 荒井 眞一 筑波

蛯原 英光 土浦

24 +6 78 染谷 健市 扶桑 奥田 堅太郎セベ・バレステロス 小林 慶一 府中 松本 武夫 成田GC

28 +7 79 後藤 浩 セベ・バレステロス 山岸 邦幸 鷹之台 佐野 陽彦 万木城 宝利 淳 セントラル

小林 正幸 中山 塙 祐一郎白帆 湯脇 克己 千葉国際 矢高 翔 中央学院大

36 +8 80 豊田 茂文 千葉国際 矢代 直仁 関東ジュニア 日暮 俊明 扶桑 松山 康明 桜

豊嶋 義明 総武 渡部 美和 ザ･鹿野山 金山 浩 赤城国際 三橋 繁美 成田GC

44 +9 81 嶋野 菊治 加茂 岡田 佳也 白鳳 真辺 則光 総武 水野 茂 房総

村井 重正 成田GC 衣笠 洋司 カレドニアン 堀内 健 千葉国際 森田 聡史 ＧＭＧ八王子

出井 久之 中山

53 +10 82 石井 淳一 東千葉 小林 宏輔 我孫子 會田 一 鶴舞 出口 誠 セベ・バレステロス

白井 敏夫 総武 石井 啓太 カレドニアン 柳澤 信吾 袖ヶ浦 大部 一成 東筑波

小川 恭伸 南総

62 +11 83 岡崎 公聡 東千葉 黄原 鐵夫 立野クラシック 岡村 善裕 東京湾 松崎 圭吾 水戸レイクス

平岡 成介 京葉 中村 哲史 鷹之台 池田 貴弘 中山 石原 紀一 成田東

70 +12 84 大野 耕一郎千葉桜の里 関井 俊明 千成 谷沢 正一 桜 小野寺智夫 南総

萩森 一郎 龍ヶ崎 會田 善文 鶴舞 宮下 宜嗣 木更津 梯 輝大 セゴビア

津谷 隆博 カレドニアン

79 +13 85 磯野 芳 加茂 絵鳩 春雄 佐原 仲村 高穂美かずさ 佐藤 充利 成田ハイツリー

布川 義久 袖ヶ浦 服部 啓一郎千葉夷隅 杉山 宣行 房総 齊藤 元志郎真名

伊藤 尚 総武 石井 勉 セベ・バレステロス

89 +14 86 関根 保彦 鷹之台 岩元 忠弘 カレドニアン 醍醐 重治 東京湾 牧野 博文 ザ･鹿野山

増子 敬 白帆 橋本 哲夫 総武 遠藤 直樹 立野クラシック 北村 隆之 セントラル

高花 翔太 ゴールデンクロス 福井 寛隆 総武

99 +15 87 眞崎 敏寛 南総 藤井 貴博 京葉 川口 伸二 ツインレイクス 毛利 元昭 立野クラシック

長山 寿也 千葉国際 高橋 秀和 佐原 柳元 繁 東京湾 竹本 清 ザ・レイクス

和田 誠一 東千葉 山崎 俊彦 鷹之台 池田 友信 立野クラシック 勝俣 和久 オーク・ヒルズ

111 +16 88 衣笠 学 千葉新日本 石井 哲夫 東京湾 尾崎 学 中山 福山 憲一 習志野

山本 哲也 習志野

116 +17 89 小西 治幸 総武 井戸垣隆也 中央学院大 八木 秀夫 立科

119 +18 90 染谷 建也 霞台 山崎 誠 千葉夷隅 小林 元 グランステージ丸子

122 +19 91 藤本 歩 成田GC 斎藤 慎太郎セゴビア

124 +20 92 東 稔哉 成田GC 和田 泰治 房総

126 +21 93 波多野直樹 東千葉

127 +22 94 竹生 孝夫 佐原 冨田 昇 房総

129 +23 95 金田 光司 セゴビア

130 +24 96 冨永 勝 総武 成田 寛之 小田原･松田

+25 97

132 +26 98 大村 幸市 カレドニアン

133 +27 99 倉持 一馬 皐月･佐野

失格

棄権 齋藤 哲也 成田GC

欠場 山本 利次 真名 八木 伸二 成田ハイツリー 磯崎 太作 成田ハイツリー 常澄 裕一 新千葉

上野 英之 鹿沼 今野 勲 真名 平林 淑民 立野クラシック 池田 一樹 成田ハイツリー

並木 良充 千葉夷隅 牛尾 雄一 東京湾

平成20年5月12日


