
平成20年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： アスレチックゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 徳永 一充 龍ヶ崎

2 +1 73 管 克久 清川 樋口 薦 セゴビア 中村 清 水戸

5 +2 74 船越 茂人 スプリングフィルズ 高安 信行 大洗 寺田 溥一 扶桑

8 +3 75 神村 種臣 藤ヶ谷 金澤 正幸 白帆

10 +4 76 安島 大三 水戸グリーン 千田 順彦 富士笠間 関本 照文 朝霧ジャンボリー

13 +5 77 藤城 悠 ディアレイク 友部 宣之 富士笠間 高橋 孝一 大利根 小澤 達 東京湾

17 +6 78 佐藤 敏弘 富士笠間

18 +7 79 吉原 孝哉 さいたま梨花 佐藤 政秀 筑波学園 松野 眞三 府中

21 +8 80 河合 一男 取手国際 尾崎 和夫 桜 柳田 武 ザ・レイクス

24 +9 81 奥 東龍 相模 神代 秀弘 白帆 栗原 宏之 扶桑

－以 上、予 選通 過　－

植田 春夫 水戸 八嶋 貞司 ザ・レイクス 田口 喜三郎 水戸

30 +10 82 朝日 正旗 佐原 河村 友正 龍ヶ崎 成田 賢二 大利根 大森 健二 東筑波

小林 正敏 鎌ヶ谷 大場 宣明 新・ユーアイ

36 +11 83 笹原 龍三 相模 芳川 威巳 霞台 今川 安幸 セゴビア

39 +12 84 山下 邦之 霞南 吉永 武 霞台 渡辺 照人 我孫子 松下 禮二郎 ダイヤグリーン

平澤 角治 メイプルポイント 安藤 功 東名 須藤 文雄 富士箱根 新井 銀三郎 水戸

高木 邦雄 相模

48 +13 85 平野 誠四郎 成田東 古屋 博也 霞台 黒岩 一紘 府中 渡邉 宣彦 桜

52 +14 86 笹原 薫 セベ・バレステロス 大村 真陸郎 セゴビア 波多野 幸男 セベ・バレステロス 藤井 穂昌 白鳳

56 +15 87 山口 清 アスレチック 寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 金子 治郎 富士笠間

59 +16 88 宮田 三夫 府中

60 +17 89 鈴木 健明 ザ・レイクス 石川 一二 白鳳 尾崎 利明 ダイヤグリーン 武野内 七郎 栗橋國際

+18 90

64 +19 91 藤井 洋一 ダイヤグリーン 石塚 哲央 アスレチック 谷中 正男 水戸 阿部 敏雄 鎌ヶ谷

+20 92

68 +21 93 多田 保男 霞南

69 +22 94 太田 正孝 東名厚木

70 +23 95 勝本 正明 東名

+24 96

+25 97

+26 98

+27 99

+28 100

71 +29 101 青山 勇 水戸

72 +30 102 水野 清 鶴舞

失格

棄権 酒井 佐之 取手国際

欠場

平成20年9月12日


