
平成20年度関東シニアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 飯能グリーンカントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -4 68 染谷 健市 扶桑

-3 69

2 -2 70 小谷野希市 飯能 鈴木 敏藏 美里

-1 71

4 0 72 野口 光三 美里

5 +1 73 平石 定夫 都留

6 +2 74 新津 淳 日光 中里 敏宏 東名厚木 佐藤 正一 オリムピック 工藤 利明 埼玉国際

横川 隆 太平洋・佐野ヒルクレスト 加藤 昌弘 鳩山

12 +3 75 久保田充 我孫子 緒方 忠昭 龍ヶ崎 松下 博 飯能 中山 照朗 都留

小川 透 岡部チサン 久田 寿男 武蔵

18 +4 76 指田 博 多摩 梁瀬 正晴 鳩山 小林 好司 飯能グリーン 矢吹 元良 ゴールデンレイクス

金田 昌富 筑波 高澤 公司 八王子 矢田 弘 龍ヶ崎

以上、予選通過

25 +5 77 神山 逸志 戸塚 木目田碩史 戸塚 富澤 良二 東京五日市 矢作 定雄 龍ヶ崎

延田 政則 飯能グリーン 垂井 信明 ＧＭＧ八王子 峰田 佳英 都留 有留 義武 東京五日市

白川 永鎮 千葉桜の里 西村 章 岡部チサン 石塚 喜貞 我孫子

36 +6 78 吉田 章 戸塚 黒澤 珍介 龍ヶ崎 嶋田 憲人 青梅 星野 正治 武蔵野

竹島 長康 飯能グリーン 志村 雅男 津久井湖 金井 文和 霞台 山田 宗義 筑波

44 +7 79 大久保蕃 桜ヶ丘 福島 静雄 岡部チサン 小西 宗正 小川 佐々木幸作 武蔵松山

伊藤 正和 習志野 堂本 好壮 戸塚 青木 勇 武蔵松山 海老沢孫顕 青梅

西 悦男 青梅 杉崎 久實 東筑波

54 +8 80 山崎 勇 太平洋・佐野ヒルクレスト 金子 義一 越生 藤巻 精次 太平洋・佐野ヒルクレスト 樋口 新吾 越生

杉山 俊一 日高 吉岡 健比古武蔵松山 七戸 鐵雄 飯能グリーン 飯野 卓司 越生

小池 健久 越生 小林 憲司 武蔵松山 高橋 識光 鳩山 清水 卓馬 狭山

磯部 儀博 越生 川野 博 太平洋・佐野ヒルクレスト 渡部 良 東京五日市 齊藤 博保 千葉

70 +9 81 来住野秀夫 東京五日市 関根 久雄 ノーザン錦ヶ原 中島 雄一 越生 大野 一男 廣済堂埼玉

伊東 勝久 エーデルワイス 北村 彰敏 岡部チサン 遠藤 銀次郎鹿沼 浅田 政男 長瀞

鳥居 勇 東京五日市 斉藤 彊一 飯能グリーン 関谷 眞治 越生 金子 欣也 大宮国際

内藤 忠勝 岡部チサン 田中 秀明 日高

84 +10 82 小川 敬雄 武蔵 土方 達雄 武蔵野 平井 英宣 武蔵 佐藤 正信 ＧＭＧ八王子

三戸 敏嗣 ＧＭＧ八王子 提 敏博 鳩山 門田 廣 武蔵松山

91 +11 83 亀田 武夫 セゴビア 若月 伸一 嵐山 梅澤 將明 越生 石井 富夫 埼玉

千葉 尚久 武蔵松山 井上 達 飯能 奥澤 國男 龍ヶ崎 菊地 照巳 武蔵野

正木 拓朗 鷹之台 込谷 久雄 東京五日市

101 +12 84 岡田 光正 嵐山 小山 敏男 青梅 吉澤 壮一 ＧＭＧ八王子 中村 宇一朗ＧＭＧ八王子

小沼 金一 岡部チサン 柳井 博 嵐山 梶原 久義 八王子 矢島 秀世 寄居

小林 智 長瀞

110 +13 85 吉田 二郎 飯能グリーン 川久保実 東京五日市 平林 輝夫 越生 神田 恵介 津久井湖

吉川 茂 長瀞 船橋 達夫 ＧＭＧ八王子

116 +14 86 粒良 誠司 鳩山 豊田 裕義 川越 近藤 長久 寄居 樅山 和由 武蔵松山

町田 治郎 越生 小倉 正文 越生

122 +15 87 松本 規好 武蔵松山 半田 明 東京五日市

124 +16 88 今竹 潔 龍ヶ崎 長崎 幸司 エーデルワイス 千葉 浩 嵐山 富永 悟 飯能

田中 和明 寄居

129 +17 89 鈴木 順 飯能グリーン 田中 敏平 越生

131 +18 90 芦田 昇 東京五日市

132 +19 91 関 睦郎 東京五日市

+20 92

+21 93

+22 94

133 +23 95 五井 紀夫 飯能グリーン 上原 陳重 東京五日市 辻 和男 都留

136 +24 96 森田 栄一 東京五日市

失格 大輪 達也 あさひヶ丘

棄権 金原 正義 嵐山 宮崎 秀治 飯能グリーン

欠場 加藤 正則 廣済堂埼玉 渡辺 善一 相模湖 市川 文雄 武蔵松山 内田 高之 戸塚

浅川 辰彦 武蔵
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