
平成20年度関東アマチュアゴルフ選手権第７ブロック予選競技

於： 小金井カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 池田 純 東名厚木 眞田 雅彦 リバーサイドフェニックス

3 +2 74 小林 勝美 武蔵

4 +3 75 伊藤 幸信 入間 中島 雄一 越生

6 +4 76 太田 将太 明治大 広田 文雄 長野 黒木 隆太郎中央大 西田 龍一 東京

安田 太志 中央大 小林 賢司 飯能グリーン 浅田 哲也 富士笠間 平山 康則 立川国際

石田 真吾 ＧＭＧ八王子

以上、予選通過

細野 敏彦 武蔵野

16 +5 77 小野 竜彦 オリムピック 竹山 竜仁 中央学院大 三原 直樹 寄居 小林 好司 飯能グリーン

羽田 光男 加茂 村上 弘行 相模野 寺崎 孝浩 東千葉 高橋 修一 栃木ヶ丘

關橋 光一 飯能グリーン

25 +6 78 和田 雅英 東京五日市 笠原 正光 入間 塚田 竜一 扶桑 木村 哲也 千葉

高橋 毅 中央学院大 渡辺 能邦 武蔵野 池田 健次 龍ヶ崎 伊藤 佐一 日高

高山 薫 嵐山

34 +7 79 金本 義和 日本 村田 達勇 オーク・ヒルズ 露木 実 東名厚木 中村 哲也 越生

橋本 貴文 武蔵野 西部 純一 東京五日市 石山 博明 姉ヶ崎 向後 実洋 東名厚木

田中 久雄 岩瀬桜川 野竹 一彰 袖ヶ浦

44 +8 80 片山 貴由 アバイディング

45 +9 81 星野 英章 磯子 平林 輝夫 越生 江本 浩 立川国際 森永 正隆 鷹之台

澤越 博幸 武蔵野 大場 邦夫 大相模 相田 昌樹 加茂 中村 潤 立川国際

成塚 義治 嵐山 鈴木 克彦 東名厚木

55 +10 82 寺尾 聖一郎真名 中野 五雄 浦和 高井 聡 岩瀬桜川 小林 恵一 チャーミング都

伊藤 展慶 オーク・ヒルズ

60 +11 83 峯 真吾 鹿沼 伊藤 泰介 立川国際 金山 將 鹿沼 田辺 昌彦 岡部チサン

佐藤 豊 あさひヶ丘 柴田 良三 紫 高橋 喜之 大相模 師玉 勉 オーク・ヒルズ

磯部 儀博 越生

69 +12 84 別府 一男 東松苑 星野 慶二朗東京五日市 中山 博義 大相模 古屋 佳男 立川国際

坂本 伸二 越生 中山 茂樹 岩瀬桜川 萩原 篤博 箱根 渡辺 寛 小川

町山 義昌 かずさ 長浜 浄 相模野 廣瀬 義晋 富士平原 前田 正雄 岡部チサン

竹平 卓生 東名厚木 荒井 建次 寄居 岡田 光正 嵐山 居石 春満 岩瀬桜川

85 +13 85 伊大知直哉 袖ヶ浦 小嶋 敬一 飯能グリーン 山形 洋一 宍戸ヒルズ 永井 宏 相模野

和田 敏郎 オーク・ヒルズ 佐藤 正一 オリムピック 羽田 亮 上野原 元木 努 多摩

関谷 眞治 越生 谷本 聖己 中央学院大 内野 秀紀 オーク・ヒルズ 森崎 豪 津久井湖

高橋 憲一 加茂

98 +14 86 本多 秀次 浦和 高橋 健司 富士御殿場 浅田 耕一 日高 片山 宗臣 ブリック＆ウッド

青木 茂 武蔵野 高岸 徳光 浦和 小川 陽一 扶桑 西山 昌彦 筑波

106 +15 87 渡邊 康博 武蔵 高橋 克己 武蔵野 後藤 敏彦 大相模 木下 隆 飯能グリーン

堀井 浩人 相模野 加藤 隆之 成田東 川崎 純 アバイディング 延田 政則 飯能グリーン

114 +16 88 林 泰宏 武蔵 出月 猛 春日居 湊 弘充 東松苑 山口 愼一 東名

義澤 秀雄 小田原･松田 辻 啓一 嵐山 三ツ木 隆之 東京五日市 大矢木正一 姉ヶ崎

122 +17 89 加藤 浩之 千葉夷隅 小池 雅司 東京五日市

124 +18 90 鳥居 勇 東京五日市 牧野 寛 鹿沼 片野 佑紀 東京五日市

127 +19 91 川村 圭一 沼津

128 +20 92 丸山 秀樹 小田原･松田 柳 秀煕 立川国際 竹村 俊彦 成田GC

+21 93

131 +22 94 北村 彰敏 岡部チサン

132 +23 95 北牧 裕幸 長岡 丹羽 一成 富里

+24 96

+25 97

+26 98

134 +27 99 古川 洋介 東松苑

失格 橋本 有康 箱根

棄権

欠場 奥延 通康 成田GC 飛田 正吉 小田原･松田 都倉 俊一 東京 諸留 良一 こだま神川

岡田 光史 嵐山 村中 建夫 岡部チサン 小川 敬雄 武蔵 池和田義雄 立川国際

中井 文彦 嵐山

平成20年5月12日


