
平成20年度関東グランドシニアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 高坂カントリークラブ・米山コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +7 79 新実 啓悦 嵐山

2 +8 80 小林 正義 東京五日市 内野 和夫 八王子

4 +9 81 義澤 伸良 大相模 鈴木 勝永 大相模 小町 章 青梅 福田 勇 岡部チサン

8 +10 82 山田 益樹 府中 斎藤 昌俊 嵐山 中沢 勝視 チェックメイト 勝俣 忠義 富士

12 +11 83 大川 宗之 凾南 野村 義弘 飯能 鈴木 昭治 レインボーヒルズ

15 +12 84 伊藤 欣男 十里木 後藤 慎二郎大厚木 高田 健治 磯子 林 征治 大厚木

信沢 努 ＧＭＧ八王子

20 +13 85 柳生 恒雄 狭山 大村 静 リバー富士 黒澤 常三郎飯能 清水 祥一 狭山

小久保達雄 寄居 水谷 敏 桜ヶ丘 伊藤 勲 八王子

27 +14 86 杉原 宏 飯能 仲田 功雄 飯能 笈川 茂一 大秦野 市川 二郎 大相模

富永 康輔 東京国際 小坂 孝二 八王子 関口 良輔 府中 大河内正一 ノーザン赤城

石原 勲 富士川

36 +15 87 佐々木六朗 さいたま梨花 安藤 功 東名 太田 英二 桜ヶ丘 武田 博 入間

田米 康二 浜松シーサイド

以上、予選通過

古庄 武信 東京五日市

42 +16 88 本間 晴芳 大秦野 萩原 治郎 ＧＭＧ八王子 宮坂 昭治 本厚木 武重 徹 望月

鹿島 威二 東京国際

47 +17 89 村上 鐵夫 府中 谷 正幸 立川国際 長谷川浩史 塩嶺 八木 高男 大相模

雨宮 司郎 小金井 中 博文 狭山 金子 三千男府中 村上 美喜雄立川国際

北村 彰敏 岡部チサン

56 +18 90 冨山 信治 狭山 渡辺 和利 小川 矢島 昇 入間 森泉 清 鴻巣

武田 宗之 青梅

61 +19 91 山田 享弘 武蔵 山中 義衛 浦和 田中 明夫 狭山 高橋 伊佐男ＧＭＧ八王子

伊藤 脩秋 清川 小野 太三郎松本 加藤 浤昌 鶴舞

68 +20 92 山本 泰朗 セントラル 渡辺 恒夫 鴻巣 吉本 正治 府中 神山 恒夫 狭山

72 +21 93 水谷 政信 岡部チサン 前田 博之 富士御殿場 加々美信光 狭山 飯塚 賢治 府中

木村 俊夫 大相模 岡村 光治 那須小川

78 +22 94 田中 仁一郎ＧＭＧ八王子 荒井 忠男 富士御殿場

80 +23 95 長郷 国男 平塚富士見 深沢 源一 廣済堂埼玉

82 +24 96 稲村 保美 浦和 勝本 正明 磯子 水上 浩一 八王子 平野 元一 リバーサイドフェニックス

渋谷 百司 日本 渡辺 源伸 寄居

+25 97

88 +26 98 丹羽 富美雄狭山

89 +27 99 澤田 弘 白帆

+28 100

90 +29 101 花ヶ崎 尚 麻生 北村 次朗 浦和 矢島 晃 岡部チサン 鈴木 得自 大厚木

+30 102

+31 103

94 +32 104 山本 喜孝 龍ヶ崎

失格 小林 紀雄 鴻巣

棄権 吉野 昭一 プレス

欠場 和気 伸夫 東名 豊泉 博保 狭山 川井 忍 芙蓉 中村 隆男 塩嶺

平成20年4月21日


