
平成16年度　関東ゴルフ連盟10月月例競技（男子）

於： 箱根カントリー倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 小原 淳 セントラル

2 0 72 野口 道男 ブリック　アンド　ウッド

3 +1 73 杵鞭 謙二 ノースショア 千年原一仁 京 中川 雅義 沼津

6 +2 74 豊島 豊 東千葉 金子 光規 レインボー

8 +3 75 石井 保行 清川 加藤 倫康 鹿沼７２ 竹原 洋行 東名

11 +4 76 大田和桂介 ジェイ・セレモ 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス

13 +5 77 松田 永基 清川 村上 哲弥 鷹 羽生 淳一 日本大 横須賀雄一 東名

早乙女剛史 皐月･佐野 大山 和則 スプリングフィルズ

19 +6 78 丹野 富壽 伊豆にらやま 小林 一三 リバー富士 鈴木 栄一 南摩城 塩田 一樹 関東国際

斉藤 清裕 東名 宇佐美祐樹 鷹 関沢 誠 ツインレイクス

26 +7 79 中原 正人 大相模 山田 眞吾 セベ・バレステロス 中島 正春 皐月･佐野 辻 啓一 嵐山

大溝 崇真 千葉国際 日暮 俊明 扶桑 廣部 清隆 館山

33 +8 80 額賀 義朗 船橋 秋山 定俊 相模 吉田 文雄 東松山 篠塚 直彦 ノースショア

鮫島 康孝 東京よみうり

38 +9 81 松村 道央 鹿沼７２ 石原 紀一 京 松本 武夫 セゴビア 斎藤 太津規 扶桑

宮田 玲 ロイヤル 高村 保 姉ヶ崎

44 +10 82 高安 信行 セントラル 中島 廣行 伊豆にらやま 河本 徳三朗 相模原

47 +11 83 中田 辰悟 小川 佐々木巧 相模湖 柳澤 信吾 袖ヶ浦 谷口 英樹 セベ・バレステロス

嶋田 憲人 青梅 加藤 昭 那須小川 細野 敏彦 武蔵野 佐藤 尚 オリムピック

村井 重正 千葉桜の里 横山 佳和 東京よみうり

57 +12 84 伊藤 謙二 松本 米倉 治 松本 東 幸司 東京よみうり 松本 寛美 富士宮

61 +13 85 渡辺 昭男 三島 橘 秀臣 東松苑 鈴木 昭彦 三島 山本 泰弘 烏山城

65 +14 86 田村 次郎 那須小川

66 +15 87 広瀬 照康 成田東 屋代 亮 鹿沼 吉田 賢一 烏山城

+16 88

69 +17 89 滝沢 泰三 習志野

70 +18 90 吉岡 俊裕 ラインヒル

+19 91

71 +20 92 木本 紀嗣 姉ヶ崎

+21 93

72 +22 94 平本 文明 相模原 山田 勝久 セベ・バレステロス

+23 95

74 +24 96 増田 高行 伊豆にらやま

棄権 齋藤 哲也 東松山

欠場 鈴木 高廣 成田東 牧長 一喜 房総 金 浩延 都賀

平成16年10月26日


