
◆住吉スタート◆ ２００８．１０．２１．

亀山　幸輝 片桐　公秀 岸　伸一郎 山﨑　幸二

大洗 枚方 千葉 レオグラード

原子　工 奥田　泰道 山崎　一夫 徳山　雄大

シャムロック オークモント 太平洋 麻生飯塚

片山　裕基 高橋 　周平 坂牧　一静 増島　弘幸

日清都 グリーンヒル 皐月・天拝 大厚木

矢吹　龍一 山田　政紀 杉野　幸博 上田　偉陽

水戸グリーン 三島 CGRA 聖丘

本澤　良章 手束　将之 ◎大石　義数 菅原　圭巨

飛鳥 徳島 相模原 水沢リバーサイド

◎徳永　一充　 渡部　美和 ◎田中　伸宜 京海　健一

龍ヶ崎 ザ・鹿野山 久美浜 ＫＯＭＡ

◎石井　重次 夏江　正治 森宗　正明 山本　晃也

メイプルポイント ＫＯＭＡ 富士ＯＧＭ クラーク 

磯部　泰邦 稲川　大次郎 谷口　幸大 花山　錫吉

南山 メイプルポイント 岡部チサン 推薦

関口　洋一 ◎眞崎　敏寛 米山　勇樹 有迫　泰作

大厚木 南総 東富士 推薦

◎大溝　要二 勝田　兵吉 石井　昌紀 米村　　浩

北九州 箱根 鶴舞 ＪＧＡ

加藤　剛士 豊田　英伸 中村　憲司 杉山　勉

推薦 富士宮 東建塩河 チェリー

鈴木　正一郎 大田　将迪 藤田　剛士 太田　英人

玉造 グリーンランドリゾート 太平洋 鹿島

村山　嘉彦 加藤　隆 中田　薫

熊本空港 安達太良 推薦

石川慎一郎 尾上　慶彦 最所　昌弘 竹内　法水

近畿大 東北福祉大 推薦 ＪＧＡ

上江田　航 渡邊　剛志 正野　有道 齊藤　陸

鹿島学園高 沖学園中 杉並学園中 埼玉栄高

宇田川　聡士 弓削　淳詩 堀川　未来夢 木村　瑠偉

鹿島学園高 香川西高 厚木北高 推薦

福原　翔太 伊藤　誠道 姜　秀一

畑沢中 湘洋中 富里北中

◎印はシニア

日刊アマゴルフ２００８　全日本大会・初日　於：フェニックスＣＣ

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

7 8:18

8 8:26

9 8:34

10 8:42

11 8:50

12 8:58

13 9:06

14 9:14

競技委員長　フェニックスカントリークラブ　藤井勝

15 9:22

16 9:30

17 9:38



◆高千穂スタート◆ ２００８．１０．２１．

◎楠本　由人 ◎籔中　登喜雄 島田　裕之 川上　浩

オークモント 久美浜 ル・ペタウ 仙台

◎上木　政章 星野　英章 菅原　祐喜 田中　昌樹

志摩シーサイド 磯子 八幡平 旭国際浜村温泉

青木　幸弘 藤永　佳昭 ◎足立　元造 ◎前田　道男

奈良国際 小倉 ゴールデンバレー 鹿島

◎鮫島　康孝 ◎正木　秀幸 奥村 　忠史 大西　浩司

箱根 ゴールデンバレー 真駒内 中津

蓮井　義樹 白石　哲也 荒井　眞一 ◎山田　　功

篠山 相模原 茨城筑波 紀の国

左近　哲也 佐藤　和夫 根来　宏幸 赤坂　友昭

砂川国際 東千葉 岬 八女上陽ＧＣ

◎西川　和夫 奥村　康徳 岸本伊和男 ◎吉田　峰雄

札幌 千葉 滋賀Ｃ 旭国際浜村温泉

◎渡部　富夫 ◎松本　康秀 上野　隆太 工藤　大之進

ゴールデンレイクス 臼杵 加西インター 推薦

本澤　克教 田中　俊行 梶原　丈敬 田辺　光男

美奈木 こだま神川 大津 飯能

◎金林　吉成 森　　重敬 ◎山本　宜正 北川　尚利

宇治田原 久美浜 周防灘 推薦

◎中原　正人 内海　正彦 宍戸　重一

大相模 天野山 ゴールデンレイクス

◎谷口　幸司 野替　 幸一 ◎髙梨　正義

琴平 札幌 平塚富士見

松井　達也 平本　達哉 小宮　正

ヤマト 相模原 小倉

日置　一 杉浦　裕幸 ◎藤田　進

習志野 岸和田 小倉

加藤　陽彦 服部　大輔 服部　昇平 今平　周吾

東北福祉大 明治大 千葉日大第一高 埼玉栄高

岩本裕己彦 岩崎　誠 原　　敏之 仁熊　章雅

関西大 東北福祉大 寒川高 岡山理科大附高

新田　哲大 林　　照大 皆本　祐介

岡山理科大附高 興国高 寒川高

◎印はシニア

日刊アマゴルフ２００８　全日本大会・初日　於：フェニックスＣＣ
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競技委員長　フェニックスカントリークラブ　藤井勝
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17 9:38



◆ＯＵＴスタート◆ ２００８．１０．２１．

田原　彰乃 川野　早苗 桝本　美樹 渡部　喜美子

群馬 交野 堺 皆川城

牧草眞由美 樫村　治子 梅沢　美穂子 荒木　幸恵

奈良柳生 加茂 東千葉 大厚木

藤井　美貴 島田　朋美 堤　幸子 宮内　一江

滝の宮 ミッションバレー 八幡 レインボーヒルズ

高井　和美 秦　　貞子 坂元　　恵 小林　恵

岩瀬桜川 法隆寺 クラーク 推薦

和田　英里 小田倉　富士子 石橋チトセ 川勝　美紀

信楽 芳賀 新城 推薦

高橋　圭子 宮治　実紀 加藤さゆり 岡下　由香利

ミッションバレー オークヒルズ 新城 推薦

鯉沼　良美 島村　優美子 松岡里恵子 都出　尚子

東松苑 甲斐駒 日野 推薦

横川　亜希子 平本真奈美 山本　重美 中田　薫

扶桑 大宝塚 クラーク 推薦

岸　奈緒美 山口　梓 山村　彩恵 青木瀬令奈

大阪学院大 富士大 沖学園高 前橋商高

遠藤　冴子 岡村　咲 宮澤　亜衣 種子田　香夏

富岡高 高知中央高 宮崎日大高 多々良中

青木茉里奈 曽田　千春 野村　敏京 三宅　百佳

前橋商高 京都学園高 明治高(韓国) 綾歌中

志賀　友香 香妻　琴乃 安田喜美子 結城　里麻

埼玉栄高 日章学園高 岡輝中 喜連中

大江　香織 亀田　愛里 小林　瑞歩 八上ひかる

東北高校 御殿場西高 折尾愛真中 四条畷西中

今村　真由美 富澤　真理子 富永　真由 山内　日菜子

浮羽究真館高 埼玉栄高 倉敷第一中 赤江小

長野　玖美 眞尾　万里 辻　梨恵

沖学園高 正智深谷高 南足柄中

陣内　由香 石山　鼓都 岩野　智里

楠岡雙葉高 東北高 西原中

日刊アマゴルフ２００８　女子全日本大会・初日　於：トムワトソン
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競技委員長　九州ゴルフ連盟　安藤倫子

15 9:22

16 9:30



◆ＩＮスタート◆ ２００８．１０．２１．

中井　由美子 橋本　千春 朴　映信 神農　京子

ＪＧＡ 泉国際 東千葉 舞鶴

栗栖　奈美 河田　圭子 小林　裕子 久我　さつき

広島紅葉 岡山金陵 中央都留 オリムピック

古澤　久絵 酒匂　直子 大谷　康子 児玉　真理恵

扶桑 東千葉 クラーク 推薦

萩原　マリ 耕田　千秋 新井　麻衣子 足立　晶子

岡崎 桜 成田東 推薦

上野　真紀 砂金　晴子 呂　相姫

紫塚 グレート仙台 ＫＯＭＡ

原　千登勢 福田　和子 松山　哲子

ザ・レイクス 大宮 京都

田中　博子 佐久間　みち 萩原　智子

ツインレイクス ＮＣＣ セントラル

宮本　亜依 新福　えり 宮澤　由衣 加治木　憂歌

八代南高 国士舘高 宮崎日大中 大塚中

小竹　莉乃 中山　采美 村田　理沙 新海　美優

東海大附第二高 藤枝順心高 杉並学園中 賀来小中

五十嵐　くるみ 小澤　美奈瀬 佐伯　朱音 髙橋　恵

東北高 美濃加茂高 沖学園中 捜真小

島津　想美 城間　絵梨 寺本　和泉 西村　美希

美濃加茂高 沖学園中 九州学院中 寺島中

西野　萌々 高橋　美帆 宮崎　乙実 上畠　もえな

立正高 香川西高 江南中 日章学園中

荒井　舞 澤田　沙都子 安田　彩乃 柏原　明日架

沖学園高 興南高 湘南学園中 東大宮中

小西　朝香 本城　萌子 境原　茉紀 篠原　真里亜

沖学園高 富勢中 鈴峯女子中 飯田小

園上　愛 益田　栞 永峰　咲希

沖学園高 東海大附第二高 高岡中

林　真緒 井上　唯衣 田口　晴菜

沖学園高 日大附中 長嶺中

日刊アマゴルフ２００８　女子全日本大会・初日　於：トムワトソン
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