
平成20年度関東シニアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 静ヒルズカントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 藤崎 和典 富士笠間

2 -1 71 徳永 一充 龍ヶ崎

0 72

3 +1 73 山本 五郎 土浦

4 +2 74 星野 登 猿島

5 +3 75 大関 利男 千葉 石川 定男 セベ・バレステロス 本山 年夫 藤ヶ谷 冨田 久三 茨城パシフィック

富田 文雄 茨城

10 +4 76 村田 三郎 セントラル 入野 康昭 水戸 泰山 義基 茨城 水津 登 扶桑

佐藤 光治 サニーフィールド 平沢 良雄 水戸 寺田 素夫 セベ・バレステロス 近藤 昭二 富士笠間

増渕 守哉 鹿沼

19 +5 77 矢野 塚春 鹿沼 瀧澤 光雄 我孫子

21 +6 78 板垣 和男 玉造 鈴木 浩 藤ヶ谷 山下 勝紀 扶桑 吉田 孝市 ゴールデンレイクス

以上、予選通過

廣田 次雄 鹿沼 川野 和生 袖ヶ浦 金 正出 ダイヤグリーン 清水 重夫 茨城

篠原 勉 大利根

30 +7 79 加藤 明 鎌ヶ谷 大輪 広明 水戸グリーン 三本 成忠 総武 福島 順信 セゴビア

鈴木 由蔵 桜 高安 信行 大洗 新倉 利夫 桜

37 +8 80 斎藤 裕一 鹿沼 坂田 一郎 日光 安島 大三 水戸グリーン 佐藤 敏弘 富士笠間

杉本 薫 水戸グリーン 渡辺 誠 富士笠間 横山 正一 千葉 戸祭 康夫 芳賀

櫻木 博 金砂郷 千田 順彦 富士笠間 橋谷田惠二 霞台 江川 巌 大利根

49 +9 81 岸 俊光 浦和 小野 進 水戸 川上 時安 水戸 友部 宣之 富士笠間

井伊 達朗 新・ユーアイ 古橋 久 千葉 高野 俊行 江戸崎 小野 賢司 セベ・バレステロス

白井 健司 水戸グリーン 三枝 節 藤ヶ谷

59 +10 82 島田 正 龍ヶ崎 大場 宣明 新・ユーアイ 會田 茂 東筑波 澄 武志 東ノ宮

関口 茂 長太郎 安富 秀樹 総武 井上 久夫 霞台 片山 宗臣 ブリック＆ウッド

金子 充利 那珂 渡辺 秀男 総武 滝山 清 水戸 根本 克雄 玉造

杉浦 保幸 江戸崎

72 +11 83 梅田 佳孝 都留 篠原 明 鹿沼 斉藤 竹夫 東ノ宮 山田 繁 東ノ宮

原 篤 紫 岡戸 行雄 浅見 飯高 和雄 江戸崎 菊池 忍 千葉桜の里

石田 俊男 扶桑 栗原 宏之 扶桑 寺田 溥一 扶桑 波多野幸男 セベ・バレステロス

染谷 建也 霞台 深作 泰司 水戸

86 +12 84 澤井 均 東千葉 田所 周枝 水戸 木村 武 扶桑 片野 忠彦 東京よみうり

相田 喜久夫芳賀 小林 保夫 那珂 栗原 次男 水戸 柳澤 利明 イーグルポイント

中島 道宏 扶桑 新谷 滿 スプリングフィルズ

96 +13 85 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 篠崎 力夫 セベ・バレステロス 近藤 次郎 成田東 中山 秀之 水戸

久松 政人 富士笠間 池田 和夫 桜

102 +14 86 山中 正 習志野 若田 直樹 桜 内川 康夫 東ノ宮 石川 久夫 江戸崎

鈴木 明 土浦

107 +15 87 美濃村和男 龍ヶ崎 田中 満 成田東 大塚 健二 かすみがうらOGM 雫 清志 東京よみうり

浅野 健造 龍ヶ崎 土師 照夫 ザ・レイクス 秋谷 泰次 桜 三瓶 幸博 スプリングフィルズ

飯泉 秀夫 玉造

116 +16 88 野々下稔 栃木 芳川 威巳 霞台 寺嶋 順二 セベ・バレステロス 柏原 健三 東ノ宮

井坂 猛 水戸

121 +17 89 一柳 昌利 千葉 関口 芳弘 我孫子 川口 三男 玉造

124 +18 90 大場 力夫 浅見 中西 雄一郎船橋 園部 昌之 富士笠間

127 +19 91 樋口 薦 セゴビア 薄井 滋 我孫子 三枝 重郎 藤ヶ谷 篠塚 和彦 武蔵野

131 +20 92 沼田 邦夫 水戸 高松 秀恒 御殿場 深井 隆光 大利根 松本 幸雄 猿島

植木 康夫 セベ・バレステロス

136 +21 93 鈴木 宏彦 玉造 奥澤 利光 龍ヶ崎

+22 94

138 +23 95 杉本 淳一 東ノ宮

失格

棄権 井坂 達也 水戸

欠場 菅谷 昭雄 成田東 末永 謙三 筑波学園 鈴木 泉 大洗 大森 健二 東筑波

塩原 修蔵 大利根

平成20年7月7日


