
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６ブロック予選競技

於： 愛鷹シックスハンドレッドクラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 70 藤田 大 皐月･佐野

2 -2 71 井上 豪 富士小山 加部 嗣男 東名 竹内 貴広 富士宮 勝又 英文 朝霧ジャンボリー

6 -1 72 佐藤 修久 愛鷹 鹿島 康裕 相模原 柏木 和樹 三島 中跡 朝臣 富士宮

10 0 73 姥貝 丈司 潮来 松元 正秀 エンゼル 金森 祐介 富士チサン 若林 彰 南富士

14 +1 74 東 幸司 東京よみうり 竹原 洋行 東名 光山 富夫 横浜

－以 上、予 選通 過　－

樋田 真 東名 中川 雅義 沼津 横川 竜希 東名 高田 康弘 関東国際

善方 幸次 大厚木

22 +2 75 今井 千春 大相模 高橋 健司 富士御殿場 山田 敏紀 箱根 太田 敏彦 沼津

高橋 敏 大秦野 田代 猛 東名厚木 露木 実 東名厚木 永田 剛士 菊川

小林 一三 リバー富士

31 +3 76 有泉 靖 東京国際 新海 和樹 富士チサン 室野 歩 東千葉 鈴木 昭彦 三島

富田 雅之 セントラル 広田 文雄 長野 伊藤 保 土浦

38 +4 77 白石 哲也 相模原 下村 忠 伊豆にらやま 山脇 義晴 愛鷹 川渕 秀徳 房総

久保 真一郎 浜野 斉野 恵康 ＧＭＧ八王子 廣瀬 義晋 富士平原 信岡 史将 富里

46 +5 78 元場 正彦 浜松シーサイド 篠崎 正一 清川 豊田 英伸 富士宮 手塚 哲秀 大熱海国際

長島 正彦 富士チサン 武田 淳一 那須小川 田村 和明 玉造 嶋田 憲人 青梅

木内 智之 リバー富士 大野 勝人 伊豆にらやま 田中 耕介 カレドニアン 盛 英夫 三島

58 +6 79 深沢 隆一 伊豆にらやま 瀬口 卓 大平台 安達 光宣 リバー富士 斉藤 清裕 東名

加藤 昭 チェックメイト 小原 久仁視 穂高 衣笠 洋司 カレドニアン 高橋 茂樹 伊豆にらやま

岡本 亜土 富士宮 小薗 惠吾 伊豆国際 関口 洋一 大厚木 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー

矢作 定雄 龍ヶ崎

71 +7 80 木本 紀嗣 姉ヶ崎 成松 光一郎 大厚木 室井 正人 葉山国際 山下 勝弘 鶴

吉田 泉 浜松シーサイド 大西 直樹 かすみがうらOGM 鮫島 康孝 箱根 平岡 基成 千葉桜の里

石川 重人 鎌倉 青木 剛 豊岡国際

81 +8 81 渡部 良之 東名 柿澤 洋治 秋山 中澤 賢人 清川 井上 義隆 レインボー

宮原 昌一 大相模

86 +9 82 出崎 清人 東名 海老澤 将之 ホワイトバーチ 鮫島 康紀 東名 村瀬 浩二 リバー富士

齋藤 博活 万木城 榎本 幸和 オリムピック 杉之間 信明 富士小山 成田 正義 清川

94 +10 83 下山 進 東京湾 阿部 俊幸 秦野 高橋 孝和 レインボー 佐々木 巧 相模湖

渡邉 憲治 愛鷹 細川 武 富士箱根 大貫 正美 東名 保田 龍二 メイプルポイント

102 +11 84 内田 正典 諏訪レイクヒル 山崎 道孝 鶴 小山 雄二 アスレチック 西田 公昭 リバー富士

106 +12 85 石田 真吾 ＧＭＧ八王子 杉山 満 富士 下田 倍夫 相模湖

109 +13 86 森井 優 大厚木 西島 健彦 相模湖 林 融 豊岡国際

+14 87

+15 88

112 +16 89 開嶋 宗基 大秦野 川原 修 富士箱根 塩澤 錠司 富士宮

115 +17 90 牧野 佳伸 大相模 内田 秀臣 東名

+18 91

+19 92

+20 93

+21 94

117 +22 95 義澤 彰 大相模

失格 吉岡 邦明 オリムピック

棄権 岡崎 公聡 東千葉

欠場 中村 彰宏 横浜 池谷 雅義 沼津 伊藤 佳正 ルーデンス 小久江 正人 ミオス菊川

町井 一貴 喜連川 工藤 隆司 浜野 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 山本 秀昌 沼津

二亦 博 相模 奥澤 茂 喜連川 白石 忠信 大平台 加藤 健二 小田原･松田

山本 哲正 伊東 藤森 康年 中央道晴ヶ峰 横山 和希 東松苑 五関 一人 矢板

中原 正人 大相模 谷 健一 南摩城 木村 記章 大秦野 藤本 歩 成田GC

李 栄浩 セゴビア 羽田 光男 加茂 加藤 清司 千葉夷隅 三澤 孝至 アクアライン

長島 洋介 真名

平成20年8月29日


