
平成20年度関東シニアゴルフ選手権第６ブロック予選競技

於： サザンクロスカントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 岩井 正一 習志野

+2 74

2 +3 75 亀ヶ谷 修 レインボー 安本 正寿 草津

4 +4 76 鶴岡 卓 富士箱根 須長 順一 十日町

6 +5 77 山中 茂 草津

7 +6 78 伊藤 保 土浦 宇田川光男 新千葉

9 +7 79 関口 幸雄 芳賀 川端 和憲 小千谷

11 +8 80 渡邉 忠義 平塚富士見 金谷 峯吉 大熱海国際

13 +9 81 落合 義徳 小田原･松田

以上、予選通過

扇 徳男 富士箱根 細野 正明 相武 飯田 博 サザンクロス 藤嶋 義胤 カバヤ

18 +10 82 今井 一男 鴻巣 向笠 照夫 大熱海国際 中田 俊雄 ゴールド越後湯沢 田村 昌三 府中

室町 明 鴻巣 俵 聖徳 富士箱根

24 +11 83 朝日 六郎 伊東 深沢 隆一 伊豆にらやま 小嶋 敬一 飯能グリーン 真栄田英夫 東名

28 +12 84 原 秀定 伊勢原 薗 保治 富士箱根 高田 安和 東名 牧谷 秀昭 相模原

金井 修一 大相模 池田 晃 芦の湖

34 +13 85 共田 明弘 湘南シーサイド 青木 克浩 東京湾 発知 洋一 成田GC 藤原 豊信 富士小山

中村 昇 成田東 吉田 賢一 烏山城 方山 秀哲 相模原

41 +14 86 平塚 善策 湯河原 管 克久 清川 神 克彦 サザンクロス 安永 哮一郎大厚木

石黒 真理夫霞ヶ関 西村 秀和 習志野

47 +15 87 小西 隆昭 東京よみうり 二階堂勘二 サザンクロス 吉田 幹夫 東京五日市 小川 光生 川越

藤井 穗昌 東名 山口 稔彦 サザンクロス

53 +16 88 金本 元章 取手国際

54 +17 89 森田 正吉 サザンクロス 佐々木由幸 藤岡温泉 野中 直広 豊岡国際 高橋 伊佐男サザンクロス

平野 洋一 大厚木

59 +18 90 島津 末治 伊東 瀬谷 傳 烏山城 青木 基秀 日高

62 +19 91 伊藤 重雄 伊東

63 +20 92 金井 鋭男 オリムピック

64 +21 93 澄川 邦夫 サザンクロス

+22 94

+23 95

65 +24 96 中島 輝夫 サザンクロス 江口 廣 サザンクロス

67 +25 97 中山 愼一 大相模 曽根 博 習志野

69 +26 98 井原 伸二 サザンクロス

+27 99

+28 100

+29 101

+30 102

70 +31 103 小林 茂樹 東ノ宮

71 +32 104 桜井 愛二 サザンクロス

失格

棄権

欠場 岡村 一弘 サンヒルズ 稲葉 英治 東千葉 岩田 幸男 サザンクロス 篠内 満 茨城ロイヤル

山林 哲朗 小田原･日動御殿場 尾関 達昭 鴻巣 青木 茂 武蔵野

平成20年7月9日


