
平成20年度関東グランドシニアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： 千葉カントリークラブ・野田コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 中村 清 水戸

0 72

2 +1 73 足立 節雄 富士小山

3 +2 74 中馬 正伸 大相模

+3 75

4 +4 76 秋月 輝夫 富士小山 菅 克久 清川 角南 道弘 中山

7 +5 77 稲葉 英治 東千葉

8 +6 78 加藤 明 鎌ヶ谷 佐藤 博志 戸塚 山本 利次 真名 高橋 佑吉 我孫子

塩本 勉 加茂

13 +7 79 関本 照文 朝霧ジャンボリー 酒井 佐之 取手国際 小笠 憲男 ダイヤグリーン 傍島 輝雄 千葉

山岸 勇幸 鷹之台 山崎 徳人 千葉 金子 勝男 中津川

20 +8 80 飯塚 武 千葉 山本 春之助ノーザン錦ヶ原 鈴木 重孝 霞ヶ関 浅野 隆司 龍ヶ崎

檜垣 仁一 白鳳 長尾 忠隆 横浜 加倉井満郎 新水戸

27 +9 81 市川 透 一の宮 池田 正和 横浜 梅澤 吉 群馬 寺嶋 順二 セベ・バレステロス

岡田 四郎 千葉 鈴木 陸郎 筑波 石毛 欣家 千葉 西沢 五郎 エンゼル

35 +10 82 渡辺 照人 我孫子 中嶋 基恵 龍ヶ崎 志田 宜勇 かずさ 植田 春夫 水戸

金本 浩明 横浜 田中 菊雄 東京よみうり 八嶋 貞司 ザ・レイクス 山口 清 アスレチック

村松 文明 木更津 大垣 達也 相模

45 +11 83 二階堂勘二 サザンクロス 武野内七郎 栗橋國際 井草 茂 エーデルワイス 柴崎 行雄 一の宮

阿部 忠男 浜松シーサイド 酒井 健二 江戸崎 比嘉 一夫 鴻巣 中澤 英彦 富士チサン

鈴木 軍治 袖ヶ浦 嶋田 静雄 メイプルポイント

55 +12 84 鈴木 健明 ザ・レイクス 安原 春夫 龍ヶ崎 綿貫 敬三 小御門

以上、予選通過

中元 繁男 ダイヤグリーン 田代 雄久 湯河原 高田 武俊 中山 近藤 長久 寄居

瀧野 幸三 霞ヶ関 近藤 傳二 東名厚木 谷中 正男 水戸 本多 秀男 霞ヶ関

山下 寛 平川 新屋 忠 藤ヶ谷 青山 勇 水戸

69 +13 85 赤坂 敬夫 朝霧ジャンボリー 鳥居 邦彦 成田ハイツリー 武安 洸二 水戸 斉藤 武夫 メイプルポイント

兵藤 逸郎 平塚富士見 綱島 公正 麻生 塩澤 正明 かずさ 神戸 明治 袖ヶ浦

大村 真陸郎セゴビア 益田 一利 戸塚

79 +14 86 鈴木 福松 霞台 古谷 章次 鷹之台 大屋 洋佑 船橋 高橋 孝一 大利根

増子 五郎 鎌ヶ谷 花島 武 小御門 遠藤 正志 三島 河合 一男 取手国際

87 +15 87 間中 正 大利根 山田 晃 宍戸ヒルズ 水野 清 鶴舞 山内 堅太郎我孫子

重宗 信正 霞ヶ関 桜井 惇 烏山城 桑嶋 定利 かずさ 吉村 忠之 千葉

永嶋 清馬 筑波

96 +16 88 堀内 良一 富里 高間 英理 成田ハイツリー 土居 喬 藤ヶ谷 秋山 俊 千葉

土屋 勝義 中津川 古川 修造 湯河原

102 +17 89 高橋 七郎 チェックメイト 岡山 貞夫 クリアビュー 加藤 昌男 千葉 浅野 義文 栗橋國際

堺 俊晴 アザレア 舘谷 俊雄 千葉 磯谷 三好 袖ヶ浦

109 +18 90 石田 康太郎クリアビュー 倉持 克巳 成田ハイツリー 立花 宗明 筑波 加藤 明男 茨城

古賀 剛大 成田GC 合田 忠司 湯河原 大垣 学人 筑波学園

116 +19 91 石塚 哲央 アスレチック 権守 一徳 鶴舞 金谷 賢一 茨城 小澤 庸泰 大利根

瀬山 栄治 かずさ 安藤 龍男 京葉 牧野 光助 千葉

123 +20 92 山下 繁 富士チサン 中村 哲造 龍ヶ崎 板垣 精一 鳳琳

126 +21 93 柴山 雄一 府中 奥澤 明男 鷹之台

128 +22 94 岸 一 千葉 田崎 久太郎東我孫子 三澤 定夫 湯河原

131 +23 95 押尾 鼎 千葉国際

132 +24 96 柴田 隆一 霞ヶ関 菊地 泰司 戸塚

134 +25 97 長井 茂 木更津

135 +26 98 遠藤 雄司 茨城

+27 99

136 +28 100 佐山 梅義 新千葉 黒澤 洋允 ザ・レイクス

+29 101

+30 102

+31 103

138 +32 104 高橋 清泰 東京五日市

失格 阿部 敏雄 鎌ヶ谷

棄権

欠場 中川 雅雄 房総 相良 清 中山 浜田 桂 姉ヶ崎 谷間 芳明 真名

森田 久雄 姉ヶ崎

平成20年4月21日


