
平成16年度関東アマチュアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 府中カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 佐久間馨 東名 中島 徹 昇仙峡

3 -1 71 斉藤 麗 パ協 松元 昌史 あづみ野 安木 隆介 専修大

6 0 72 広田 文雄 長野

7 +1 73 赤坂 一樹 専修大 勝又 崇之 専修大 白井 旭 相模原 土志田誠治 府中

簗瀬 元気 オリムピック 渡辺 能邦 武蔵野

13 +2 74 飯島 慎平 東京五日市 鈴木 克彦 東名厚木 和田 雅英 東京五日市 内田 圭信 武蔵野

17 +3 75 伊藤 啓二 穂高 竹平 卓生 東名厚木

青木 安輝 ＧＭＧ八王子 今井 喜平 相模原 片瀬 博幸 松本 村上 哲弥 中央学院大

池田 正巳 オリムピック 原田 武秀 府中 丸山 優介 中央大 秋山 定俊 相模

27 +4 76 伊藤 謙二 松本 黒田 隆雅 東京国際 佐々木巧 相模湖 白石 哲也 南摩城

杉田 努 ＧＭＧ八王子 竹内 稔 甲斐駒 富澤 良二 あさひヶ丘 原田 光則 多摩

35 +5 77 小豆野修 甲斐駒 東 幸司 東京よみうり 石井 昌紀 鶴舞 大場 邦夫 大相模

真田 雅彦 関東ジュニア 高城 正男 昇仙峡 長島 竹人 東京国際 中原 正人 大相模

畑野 匡利 相模原 星野 正治 武蔵野 松田 仙一郎 アカデミアヒルズ

46 +6 78 伊藤 雅章 長野 金井 修一 大相模 菊地 衛 穂高 倉田 泰輝 東京よみうり

近藤 雅英 相模湖 高村 宏 ファイブエイト 内藤 良政 秋山 福島 隆 東京国際

54 +7 79 有留 義武 東京五日市 石黒 豊康 ＧＭＧ八王子 稲川 大次郎 メイプルポイント 小林 慶一 府中

清水 克海 穂高 高橋 徹 東松山 平本 達哉 相模原 冬頭 克宣 甲斐芙蓉

星野 一 甲斐駒 松山 隆 長野

64 +8 80 阿南 敏洋 オリムピック 太田 正孝 東名厚木 唐澤 謙一 長野 佐藤 正一 オリムピック

澤越 博幸 武蔵野 島袋 隆史 十里木 鈴木 正一 春日居 関 隆雄 東京国際

羽田 亮 湯沢 平子 尚丈 大相模 村上 功一 早稲田大 村田 正信 東名厚木

76 +9 81 今井 千春 大相模 勝家 哲夫 穂高 金井 勉 相模湖 指田 博 多摩

佐藤 尚 オリムピック 鮫島 康孝 東京よみうり 鳥居 勇 東京五日市 間藤 正広 東名厚木

山本 賀英 甲斐駒 横山 佳和 東京よみうり

86 +10 82 柏田 諄 東京国際 川崎 利彦 習志野 呉本 達天 松本 田村 昌三 府中

名取 和光 ダイワヴィンテージ 西部 純一 東京五日市

92 +11 83 新井 匠 秋山 石田 真吾 ＧＭＧ八王子 鎌原 直哉 東京国際 篠塚 和彦 武蔵野

白井 洋之 東京国際 棚橋 昭彦 ＧＭＧ八王子 西田 利一 府中 丹羽 基広 小金井

萩生田政由 府中 浜出 達弥 オリムピック 平本 眞言 東名厚木 保科 和生 松本

松野 眞三 府中 森川 宗介 ＧＭＧ八王子 森 鉄雄 多摩 吉澤 壮一 ＧＭＧ八王子

吉田 賢一 秋山 米倉 治 松本 米澤 龍太郎 大利根

111 +12 84 青木 茂 武蔵野 大西 佑三 桜ヶ丘 兼坂 慶三 府中 小山 広 松本

高橋 克己 武蔵野 高橋 喜之 大相模 中山 久喜 越生 長谷 貢治 東京国際

細野 敏彦 武蔵野 森田 聡史 ＧＭＧ八王子 森田 裕之 桜ヶ丘

122 +13 85 石黒 眞理夫 府中 岩下 嘉之 ナリタ 小野 竜彦 オリムピック 木目田淳 裾野

新 学 府中 田中 敏平 越生 行方 篤 桜ヶ丘 半田 明 東京五日市

松岡 英樹 ダイワヴィンテージ 三ツ木 隆之 東京五日市 森谷 哲夫 東京国際

133 +14 86 風間 正治 府中 関口 洋一 大厚木 中林 敏夫 ＧＭＧ八王子 桝谷 康宏 中央大

吉川 元一郎 東京国際

138 +15 87 上村 岩男 越生 小林 信三 ＧＭＧ八王子 込谷 久雄 東京五日市 塩原 孝吉 松本

藤本 吉文 東京国際 三戸 敏嗣 ＧＭＧ八王子

144 +16 88 野村 幸晴 東京国際 平迫 健 東名厚木 山野 純也 東京五日市

147 +17 89 銭 明宏 府中

148 +18 90 山内 勝彦 東京国際

+19 91

149 +20 92 飯澤 誠 都留 渡辺 邦次 東京五日市

+21 93

151 +22 94 小林 芳男 秋山

+23 95
+24 96
+25 97

152 +26 98 松倉 幸一郎 府中

棄権 久富 隆生 東京国際

欠場 今泉 和之 府中 松田 清 大厚木 渡辺 史郎 相模湖 寺澤 敬雄 桜ヶ丘

川上 喜彦 桜ヶ丘 手塚 浩二 あづみ野

平成16年5月10日

以上予選通過


