
平成20年度(第8回）関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 都留カントリー倶楽部・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 大野 達朗 富士小山

2 -1 71 飯塚 裕一 チャーミング藤岡 渡辺 昭男 富士チサン

0 72

4 +1 73 梅澤 武彦 相模原 橋谷 有造 東千葉 小泉 和章 都留

7 +2 74 村上 了太 関東国際

8 +3 75 亀ヶ谷 修 レインボー 橘 秀臣 取手国際 江成 浩 津久井湖 星野 一 甲斐駒

小林 賢司 飯能グリーン 佐藤 隆 春日居 田中 孝幸 佐久平 村越 勝 霞台

16 +4 76 青木 一夫 津久井湖

－以 上、予 選通 過　－

坂 航 ルーデンス 右近 茂 ゴールド越後湯沢 大山 和則 スプリングフィルズ 梅田 佳孝 都留

石井 重次 メイプルポイント 関 晴樹 メイプルポイント

23 +5 77 田邉 光男 飯能 山口 栄 都 川崎 利彦 習志野 戸祭 康夫 芳賀

伴野 剛文 佐久平 寺澤 敬雄 桜ヶ丘 岩井 正夫 マナ 黒沢 三郎 上武

吉田 章 戸塚

32 +6 78 堂本 好壮 戸塚 野代 雅樹 習志野 犬飼 修三 鳩山

35 +7 79 小川 陽一 扶桑 蛯原 潤 レインボー 延田 政則 飯能グリーン 下地 善英 寄居

梅沢 久武 彩の森 松本 浩 霞南 平本 眞言 東名厚木 山下 一郎 チェックメイト

豊嶋 明雄 都留 志村 孝夫 メイプルポイント

45 +8 80 高橋 功 日高 高村 保 姉ヶ崎 大場 邦夫 大相模 永田 淳一 春日居

半谷 喜夫 マナ 中田 俊雄 ゴールド越後湯沢

51 +9 81 矢口 次男 津久井湖 山口 勝広 津久井湖 大津 仁利 都留 窪田 一樹 スプリングフィルズ

笠井 誠 秋山 市井 太一 石坂 横山 佳和 東京よみうり 村田 正信 大厚木

仁平 克弥 東筑波 守屋 峰雄 オリムピック 小嶋 敬一 飯能グリーン 日暮 浩之 藤ヶ谷

佐藤 充利 成田ハイツリー 三原 直樹 寄居 冨田 昇 房総

66 +10 82 大久保 蕃 桜ヶ丘 松下 英一 都留 加藤 達也 広陵 鈴木 栄一 南摩城

阿藤 晋一郎 都留 岩間 靖典 春日居 森岡 繁幸 東京 金子 清 津久井湖

伊之沢 洋志 甲斐駒 渡辺 寛 小川 柳澤 達哉 戸塚 水野谷 章 石坂

三ツ木 隆之 東京五日市 高橋 敏彦 東名厚木

80 +11 83 片野 由次 オリムピック 柳 秀煕 立川国際 臼澤 昭彦 立野クラシック 繁田 勝 鴻巣

平林 淑民 立野クラシック 神山 逸志 戸塚 森角 聡 佐久平 岡部 成哲 都留

村井 忠行 東京五日市 關橋 光一 飯能グリーン 小池 雅司 東京五日市 照山 直樹 彩の森

内田 進 都留 藤城 拓也 ディアレイク 茂山 勝一 オリムピック

95 +12 84 岩出 浩正 ルーデンス 角田 卓也 グリーンパーク 福島 勇 岡部チサン 小田切 政人 グリーンバレイ

田中 靖尚 飯能グリーン 清水 慎一郎 河口湖 川崎 純 南総

102 +13 85 岡野 公一 東京五日市 原 龍一 万木城

104 +14 86 毛利 元昭 立野クラシック 福田 淳一 アクアライン 市川 浩 佐久平 内田 高之 戸塚

108 +15 87 工藤 薫 相武 高橋 克己 武蔵野 佐藤 力 美里 長浜 広喜 オリムピック

木屋 嘉章 都 平林 浩二 都留

114 +16 88 阪井 勝彦 東千葉 本間 章浩 東名厚木 花田 直樹 ツインレイクス 平 健次 オリムピック

小田切 真一 グリーンバレイ

119 +17 89 寺崎 孝浩 東千葉 小張 秀勝 東京五日市 岡本 正幸 東松苑 平澤 天志 メイプルポイント

安藤 謙一郎 八王子 中嶋 一成 レイク相模

125 +18 90 梶原 久義 八王子 青木 洋一郎 嵐山

127 +19 91 浅田 耕一 日高

128 +20 92 野口 弘行 ザ・レイクス 山野 純也 立野クラシック

失格

棄権 廣木 孝之 ルーデンス 鹿山 智弘 東京五日市 因泥 武彦 上武 奥村 康徳 千葉

欠場 浅見 裕一 立野クラシック 菅田 正道 東京 木下 幸一 霞ヶ関 荻島 富雄 武蔵野

黄原 鐵夫 立野クラシック 郷田 重道 都留 松村 滋基 ファイブエイト 木目田 碩史 戸塚

大神田 巧 河口湖 池田 友信 立野クラシック 甘利 常仁 東京五日市
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