
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５ブロック予選競技

於： 船橋カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 深沢 勝彦 船橋

2 0 72 千年原一仁 京 山下 勝紀 扶桑

+1 73

4 +2 74 豊田 茂文 千葉国際 谷沢 正一 桜 和田 貴之 栃木ヶ丘 市田 雅亮 袖ヶ浦

公原 一 千葉桜の里

9 +3 75 志水 政則 房総 澁谷 重氏 新千葉 白井 敏夫 総武 岩井 正一 習志野

中村 成宏 常陽 瀬口 直嗣 カレドニアン

15 +4 76 浮ヶ谷 信夫 総武 木村 光方 習志野 古田 陽二 ロイヤルスター 杉山 稔 総武

木村 哲也 千葉

－以 上、予 選通 過　－

福山 憲一 習志野 金岡 治久 新千葉 佐瀬 敏夫 新千葉 務台 英雄 白帆

24 +5 77 真辺 則光 総武 市原 和実 総武 川口 伸二 ツインレイクス 宮崎 英一 オーク・ヒルズ

土屋 貞雄 新千葉 石井 幹 千葉桜の里 杉田 晃浩 玉造 町田 吉太郎木更津

佐藤 幸雄 総武 豊田 弘司 万木城

34 +6 78 松浦 竜太 源氏山 中村 昌弘 かずさ 布川 義久 袖ヶ浦 北林 浩光 千葉桜の里

荻島 征彦 京 芋高 信良 習志野 松山 康明 桜 平田 利夫 千葉国際

小林 雅美 阿見

43 +7 79 遠田 稔 阿見 山崎 直久 京葉 友水 基幸 水戸 鈴木 東一 京

原田 晃 袖ヶ浦 与安 潔 白帆 桐生 峰男 ブリック＆ウッド 小倉 正敬 総武

吉田 義美 セゴビア

52 +8 80 水野 茂 房総 西田 哲太郎鹿島の杜 松山 信彦 セゴビア 吉岡 俊裕 ラインヒル

毛利 史郎 茨城 後藤 浩 セベ・バレステロス 山崎 唯普 皐月･鹿沼 菅野 智次郎猿島

小村 斎 総武 篠崎 英行 新千葉

62 +9 81 呉山 淳一 袖ヶ浦 佐野 陽彦 万木城 中山 秀之 水戸 塩崎 覚 佐原

松本 滋彦 レインボー 佐久間淳 千葉夷隅

68 +10 82 杉浦 保幸 江戸崎 小野寺智夫 南総 北川 亨 芳賀 細谷 祐生 茨城ロイヤル

遠藤 仁史 成田東 安富 秀樹 総武 倉片 優 ザ・レイクス 渡部 美和 ザ･鹿野山

松本 真輔 富里 長山 寿也 千葉国際 隈元 安雄 レインボーヒルズ 金田 幸一郎船橋

橋本 哲夫 総武

81 +11 83 久保山隆路 白帆 額賀 義朗 船橋 木村 知道 船橋 高橋 修 宍戸ヒルズ

冨永 勝 総武 林 俊安 ロイヤルスター 絵鳩 春雄 佐原 藤方 修三 霞台

東 稔哉 成田GC 鮫島 周平 習志野

91 +12 84 石井 淳一 東千葉 高橋 修一 栃木ヶ丘 久保 努 栃木ヶ丘 樋口 薦 セゴビア

出口 誠 セベ・バレステロス 東郷 康二 阿見 永岡 頼之 常陽

98 +13 85 三上 武史 岡部チサン 松嶋 隆 ロイヤルスター 仲村 高穂美かずさ 黒澤 健一 阿見

宮本 良正 霞南 遠藤 直樹 立野クラシック 阿部 智征 皐月･鹿沼

105 +14 86 奥田 堅太郎セベ・バレステロス 斉藤 義勝 常陽 石山 博明 姉ヶ崎 芦沢 幸太郎阿見

田村 一美 千葉夷隅 和泉 正人 京 植草 竜太郎京 河野 淳一 袖ヶ浦

武井 康郎 源氏山 北澤 浩二 新千葉 片宗 禎弘 千葉桜の里 広瀬 照康 成田東

117 +15 87 鹿又 芳典 成田東 古澤 元 カレドニアン 中島 智明 千葉廣済堂 宮島 輝喜 東京

宮 敏夫 習志野 笠川 直喜 京葉 古西 宏治 万木城

124 +16 88 荒井 千里 霞南 山本 哲也 習志野 石井 孝之 千葉廣済堂

127 +17 89 不二原正治 ロイヤルスター 三橋 繁美 成田GC 菊池 正彦 ブリック＆ウッド 大堤 啓善 阿見

131 +18 90 八木沢浩一 鹿沼

132 +19 91 東 秀明 ロイヤルスター 古橋 久 千葉 井坂 敦 京

135 +20 92 中野 聡 藤ヶ谷 樋口 哲夫 阿見 波多野直樹 東千葉

138 +21 93 小笠原信 鶴舞 鳥濱 伸八 栗橋國際

140 +22 94 関根 益隆 東京 仲森 良樹 房総

142 +23 95 富田 将之 藤ヶ谷

+24 96

143 +25 97 藤井 貴博 京葉

144 +26 98 小沼 哲男 千葉国際

+27 99

+28 100

+29 101

145 +30 102 澤越 博幸 武蔵野

失格

棄権 田中 健一 ニッソー 飯岡 勝利 ロイヤルスター

欠場 関根 保彦 鷹之台 横井 文昭 源氏山 那須 久治 加茂 岩本 錦明 ロイヤルスター

栗原 正光 鎌ヶ谷 小林 康司 ニッソー 網代 栄一 鶴舞 大数加祥平 カレドニアン

石井 勉 セベ・バレステロス 吉田 隆俊 我孫子 菅谷 昭雄 成田東 花岡 錦一郎日光

中野 哲 藤ヶ谷 石原 紀一 成田東 今野 勲 真名 八木橋満 ロイヤルスター

嶋野 菊治 加茂 浅野 正幸 東千葉

平成20年8月26日


