
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３ブロック予選競技

於： 龍ヶ崎カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 湯脇 克己 千葉国際

2 -1 71 川崎 邦朗 江戸崎

0 72

+1 73

3 +2 74 中村 憲司 水戸 上重 修 東千葉

5 +3 75 阪田 哲男 袖ヶ浦 佐藤 浩一 富里 鈴木 正一郎 成田東 赤津 卓男 茨城パシフィック

舘 英樹 富士笠間 丸山 晋一郎 葉山国際 堀内 健 千葉国際 小川 直康 セベ・バレステロス

渡辺 誠 富士笠間 佐藤 文友 セゴビア

15 +4 76 鈴木 雅弘 ニッソー 永田 昭二 ノースショア

－以 上、予 選通 過　－

中田 辰悟 大利根

18 +5 77 徳永 一充 龍ヶ崎 佐々木 厚史 クリアビュー 大部 一成 東筑波 日暮 俊明 扶桑

星野 英章 磯子 岡田 秀幸 鷹之台 井野上 正俊 緑野 小林 隆寿 ホワイトバーチ

長島 竹人 府中 奥澤 國男 龍ヶ崎 関 秀勝 玉造 山本 高司 鶴舞

中野 正義 富士笠間 霜崎 和孝 ホワイトバーチ 千葉 順一 大洗 萩原 伸宜 千葉

谷澤 学 東名厚木 柳澤 信吾 袖ヶ浦

36 +6 78 滝沢 泰三 習志野 狩野 洋行 桜 大木 敏夫 龍ヶ崎 村上 恭之 鹿島の杜

松丸 佳孝 成田東 藤崎 和典 富士笠間 森田 貴大 カナリヤガーデン 増渕 努 桜

塚本 剛 水戸 蛯原 英光 江戸崎 山岸 邦幸 鷹之台 及川 久二 佐原

坂野 和則 セベ・バレステロス 河村 友正 龍ヶ崎

50 +7 79 池田 倫彦 クリアビュー 大野 政治 土浦 皆藤 慎太郎 富里 蓮実 伸彰 武蔵

市川 義勝 茨城ロイヤル 森口 貴資 秦野 小金沢 朋広 江戸崎 芹沢 陽二郎 東筑波

齊藤 隆男 取手国際

59 +8 80 高橋 一君博 ホワイトバーチ 粉川 直孝 千葉 杉本 篤 セベ・バレステロス 荒谷 勝俊 東京湾

稲吉 久信 千葉 平山 芳照 ノースショア 秋池 隆伸 霞台 斎藤 太津規 扶桑

小野瀬 弘記 龍ヶ崎 小林 孝裕 千葉 池田 健次 龍ヶ崎 上田 和永 成田ハイツリー

染谷 建也 大利根 松原 伸夫 京 石井 昌紀 鶴舞 高窪 哲夫 大利根

増子 敬 白帆 奥延 通康 成田GC

77 +9 81 瀬戸 信昭 鷹之台 石毛 慎吾 鶴舞 小原 剛一 セベ・バレステロス 廣部 賢 カナリヤガーデン

岡 靖久 セゴビア 坪井 隆 セゴビア 柳元 繁 東京湾

84 +10 82 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 溝端 隆一 千葉 萩森 一郎 龍ヶ崎 村山 大 桜

大久保 政行 ザ・レイクス 橋谷田 惠二 霞台 石嶋 剛 江戸崎

91 +11 83 石渡 昌史 ロイヤルスター 岡崎 雅次郎 玉造 替場 信一 富士笠間 大須賀 和博 千葉

早水 省吾 アスレチック 加藤 浩之 千葉夷隅 星野 友成 セゴビア 佐山 成男 江戸崎

金村 利光 岡部チサン 佐藤 瑞之 月

101 +12 84 荒木 一郎 土浦 並木 良充 千葉夷隅 岸 俊光 浦和 山野 貴之 富里

小野寺 勝紀 龍ヶ崎 月山 栄珠 セベ・バレステロス 森永 正隆 鷹之台 金子 哲也 セベ・バレステロス

109 +13 85 今井 正岳 霞台 野口 兼一 富士御殿場 井上 亨 龍ヶ崎 湯谷 厚治 取手国際

村上 雄太 南総 吉田 法満 鶴舞

115 +14 86 宮田 實 紫塚 草間 守 筑波学園 千葉 昌幸 紫塚 松田 五成 セベ・バレステロス

119 +15 87 梯 輝大 龍ヶ崎 篠塚 和彦 武蔵野 島澤 勝浩 茨城ロイヤル 鈴木 明 土浦

123 +16 88 柳橋 一之 扶桑 花井 源二郎 月 白田 俊夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 篠 慶弥 飯能

稲田 和徳 富里 於田 忠光 セベ・バレステロス

129 +17 89 岩下 嘉之 龍ヶ崎

130 +18 90 佐々木 唯昭 紫塚 作山 功二 太平洋・佐野ヒルクレスト 宮本 雄司 龍ヶ崎

133 +19 91 川名 健司 鶴舞

+20 92

134 +21 93 竹村 俊彦 龍ヶ崎

失格 長南 幸司 ホワイトバーチ

棄権

欠場 八木 伸二 成田ハイツリー 浜本 潔 カナリヤガーデン 渡辺 利男 アスレチック 大塚 泰一郎 成田GC

北神 秀樹 鶴舞 青木 正一 宍戸ヒルズ 金山 寿正 セゴビア 西村 國彦 龍ヶ崎

大塚 洋二 姉ヶ崎

平成20年8月25日


