
平成16年度関東アマチュアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 森林公園ゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 佐藤 和夫 オリムピック

2 -1 71 渡邉 悠 日本大

3 0 72 北田 隼土 妙高高原 舘浦 圭 千葉 板垣 道也 伊香保国際

6 +1 73 川満 歩 日本大 成田 稔 都賀

8 +2 74 大堀 琢磨 笹神五頭 岡田 光史 嵐山 谷山 優太 関東ジュニア 塚田 陽亮 松ヶ峯

12 +3 75 吉田 文雄 東松山

13 +4 76 浅川 辰彦 武蔵 有賀 正起 白水 大和田康夫 草津

伊藤 健太郎 明治大 阿部 匡伺 中条 阿部 真俊 新潟スプリングス出雲崎 加藤 将明 川越

亀井 優貴 中央学院大 神戸 誠 太田双葉 小久保武夫 小川 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス

佐野 知大 立川国際 設楽 守廣 赤城国際 嶋田 憲人 青梅 田嶋 幸久 秩父国際

28 +5 77 加藤 省志 立川国際 金子 宗平 伊香保国際 小島 亘 川越 三原 直樹 寄居

32 +6 78 相原 信夫 都 内村 利成 ユニオンエース 小菅 滋朗 高坂 小林 正志 児玉スプリングス

高野 友明 児玉スプリングス 高山 貢 石坂 辻 啓一 嵐山 中澤 文行 高山

松本 正之 十日町

41 +7 79 阿部 祐希 中条 大野 達朗 草津 尾崎 勉 白水 菊地 耕二 嵐山

小谷野希市 飯能 波方 孝 越後 吉若 茂 立川国際 利 尚山 サンヒルズ

49 +8 80 梅山 明久 赤城国際 岡田 光正 嵐山 金山 義行 赤城国際 蕪木 登 ザ・レイクス

小林 賢司 飯能グリーン 斉藤 新治 伊香保国際 佐々木賢 バークレイ 高橋 恒人 下秋間

中川 文幸 寄居 柳 秀熙 立川国際

59 +9 81 秋保 隆 寄居 市川 隆夫 ユニオンエース 金山 浩 赤城国際 川上 秀男 寄居

河野 和之 上武 菅井 雅之 嵐山 菅間 茂 高山

66 +10 82 右近 茂 湯沢 金澤 龍太 湯沢 金丸 保 寄居 塩田 真博 ユニオンエース

野崎 寿之 青梅 堀部 和正 秩父国際 義山 鐘興 立川国際 潮来 勝弘 ザ・レイクス

利 博文 日高 和田 光司 嵐山

76 +11 83 小野塚司 十日町 神田 邦雄 東松苑 荒岡 一寛 ダイワヴィンテージ 伊坂 弘道 立川国際

三宮 勇雄 柏崎 下地 善英 寄居 白 源正 ヨネックス 山口 現朗 武蔵

84 +12 84 桜井 伸一 草津 佐藤 省吾 伊香保GC・岡崎城 清水 卓馬 上武 葉梨 洋一郎 川越

水野谷章 石坂

89 +13 85 斎藤 充 小川 橘 秀臣 東松苑 肥田野善一 川越 前田 隆一郎 日高

森永 正隆 武蔵 伊藤 泰介 立川国際 岩出 浩正 ルーデンス 紙西 匡哉 白水

吉田 裕明 嵐山

98 +14 86 中田 俊雄 湯沢 奥村 康徳 千葉 小柳 巌 東松山 津村 竜浩 日高

中山 茂 秩父国際 堀口 晴雄 ツインレイクス

104 +15 87 堤 繁 ユニオンエース 照井 康平 武蔵

106 +16 88 荒井 公之 湯沢 落合 直人 寄居 松居 大輔 甘楽 八木 秀夫 立科

110 +17 89 内堀 友之 高坂 小林 勝美 武蔵

112 +18 90 京極 正和 新潟スプリングス出雲崎 関 盛義 石地シーサイド 中嶋 義文 ルーデンス

115 +19 91 竹内 正之 川越

116 +20 92 亀田 貞男 セントラル 田辺 規充 狭山

+21 93

118 +22 94 嶋田 順一 高坂

+23 95

119 +24 96 林 一夫 川越

欠場 石上 久利 関東国際 井上 紳也 立川国際 岩崎 美智雄 白水 大久保訓 嵐山

高橋 一彦 沼津 竹内 正己 川越 竹村 昭雄 嵐山 中井 文彦 嵐山

橋本 雄二 児玉スプリングス 平本 文明 相模原 廣木 孝之 立川国際 義山 鐘立 立川国際

渡辺 寛 小川

平成16年5月10日

以上予選通過


