
平成16年度　関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技
最終ラウンド

於： 相模原ゴルフクラブ・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 285 額賀 辰徳 ロイヤルスター

-2 286

-1 287

2 0 288 伊藤 勇気 関東ジュニア

+1 289

+2 290

+3 291

+4 292

3 +5 293 中島 徹 昇仙峡

+6 294

+7 295

4 +8 296 竹石 要佑 筑波 芳賀 洋平 関東アマ

6 +9 297 奥山 裕士　 新千葉 杉山 稔 総武

8 +10 298 築舘 利明 駒澤大 宇佐美祐樹 関東ジュニア 角田 充弘 東名 関沢 誠 ツインレイクス

12 +11 299 宮本 清 小川 舘 英樹 富士笠間 渡邉 優登 ロイヤルスター 橋爪 光彦 日本大

石井 保行 清川

17 +12 300 沢田 信弘 東京五日市 和田 博 東京五日市 水上 晃男 鶴舞 亀井 隆 唐沢

室野 歩 東千葉

22 +13 301 安木 隆介 専修大 加藤 大幸 中央学院大 熊谷 淳 水戸グリーン

25 +14 302 斎藤 恭正 アカデミアヒルズ 中川 潤 戸塚 亀井 美博 ノースショア 岡田 壮広 皐月･佐野

金 浩延 都賀 木下 裕太 関東ジュニア 宮 辰夫 習志野

32 +15 303 勝又 崇之 専修大

以上、日本アマチュアゴルフ選手権出場有資格選手

　 豊島 豊 東千葉

34 +16 304 中島 正春 皐月･佐野 吉田 文雄 東松山 額賀 義朗 船橋 河本 徳三朗 相模原

小川 透 岡部チサン 岩波 肇 パ協

40 +17 305 小林 伸太郎 高崎ＫＧ 吹野 耕一 都賀 簗瀬 元気 オリムピック 篠塚 直彦 ノースショア

山本 泰弘 烏山城

45 +18 306 岡田 卓麻 関東ジュニア 千年原一仁 京 桜井 延秋 新千葉 高安 信行 セントラル

49 +19 307 志村 幹夫 日立 佐藤 和夫 オリムピック

51 +20 308 斉藤 麗 パ協

52 +21 309 市川 賢 東京国際 小原 淳 愛鷹

54 +22 310 浅川 辰彦 武蔵

55 +23 311 石原 紀一 京 佐久間馨 東名 板垣 道也 伊香保国際 日暮 俊明 扶桑

青木 龍一 関東ジュニア 大和田康夫 草津

61 +24 312 平野 洋一 大厚木 小林 一三 リバー富士

63 +25 313 光山 富夫 横浜

64 +26 314 冨田 久三 茨城パシフィック

+27 315

65 +28 316 竹原 洋行 東名

+29 317

+30 318

+31 319

66 +32 320 菅谷 昭雄 成田スプリングス

平成16年6月10日


