
平成16年度関東アマチュアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： 唐沢ゴルフ倶楽部・三好コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +1 73 小林 伸太郎 高崎ＫＧ

2 +2 74 半田 裕一 ファイブエイト

3 +3 75 加藤 成二 岡部チサン 金 浩延 都賀 塩田 一樹 関東国際

瀧澤 雅人 下野 前田 正雄 岡部チサン 矢口 敏男 ラインヒル 八尋 天聖 皐月･佐野

10 +4 76 小川 宏二郎 鹿沼 杉木 邦夫 群馬 高階 繁尚 下秋間

13 +5 77 小川 透 岡部チサン 長島 啓智 都賀 橋爪 光彦 日本大

16 +6 78 加藤 倫康 鹿沼７２ 渡邊 嘉男 習志野

戸祭 康夫 芳賀 永沼 光一郎 鹿沼７２ 西野 伸幸 美里

21 +7 79 内田 裕 美里 梅澤 吉朗 群馬 金田 眞一 皐月･佐野 今野 宗雄 皐月･鹿沼

那波 芳比古 藤岡 屋代 亮 鹿沼 梁瀬 正晴 鳩山 山崎 唯普 皐月･鹿沼

29 +8 80 和泉 一夫 佐野 太田和桂介 ジェイ・セレモ 岡本 聡 習志野 近藤 博宣 あさひヶ丘

宿谷 郁男 東ノ宮 關橋 光一 飯能グリーン 中山 和昭 大洗 福島 英之 藤岡

福島 裕至 皐月･佐野 宮田 玲 ロイヤル

39 +9 81 久保 裕逸 石坂 関口 幸雄 芳賀 早乙女剛史 皐月･佐野 滝沢 泰三 習志野

田中 倉造 日高 増渕 欣弥 ファイブエイト 松本 武夫 セゴビア 山内 帝法 下野

47 +10 82 井上 勇 栃木 江原 進 杉ノ郷 大輪 達也 あさひヶ丘 金山 寿正 セゴビア

児島 純 東松山 鈴木 栄一 南摩城 関 久昭 関東国際 田中 俊行 児玉スプリングス

野本 光明 ヴェルデ佐野 福島 順信 セゴビア 望月 泰廣 芳賀

58 +11 83 小林 好司 飯能グリーン 酒井 幸治 あさひヶ丘 関橋 洋之助 飯能グリーン 高橋 識光 鳩山

高橋 隆人 梅ノ郷 中川 利一 大利根 平間 裕一 岡部チサン 湊 弘充 東松苑

渡辺 幹根 皐月･佐野 田中 慎一郎 サンレイク

68 +12 84 岩崎 智広 喜連川 金田 永達 太平洋・ヒルクレスト 栗原 誠 佐野 住田 日換 南摩城

細沼 和秋 大平台 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス

74 +13 85 阿部 幸治 岡部チサン 大石 実 杉ノ郷 大島 茂夫 栃木 栗原 利之 栃木

黒柳 哲 東松山 佐々木龍二 サンレイク 白石 忠信 大平台 高橋 克明 芳賀

松崎 武明 都賀 柳 守彦 唐沢 山内 栄和 下野 山田 秀樹 習志野

渡辺 健雄 那須チサン

87 +14 86 菅井 元康 日光 瀬口 卓 大平台 茂木 信一 唐沢

90 +15 87 岩立 守弘 ロイヤル 岡本 康 美里 金山 将 鹿沼 榑松 博文 皐月･佐野

作山 功二 太平洋・ヒルクレスト 竹内 千広 鴻巣 福田 敦 鹿沼 宮田 広人 皆川城

98 +16 88 新海 雅之 皐月･佐野 延田 政則 飯能グリーン 村上 泰央 セゴビア 山田 忠明 皐月･佐野

102 +17 89 小林 秀行 鹿沼 笹川 伸 飯能グリーン 辻 幸一 岡部チサン 中野 五雄 岡部チサン

吉岡 俊裕 ラインヒル

107 +18 90 奥澤 國男 龍ヶ崎 宍戸 重一 ゴールデンレイクス 並木 隆 大平台 林 信行 藤岡

細井 遠保 リバーサイドフェニックス

112 +19 91 金子 憲三 ラインヒル 金田 光司 セゴビア 野々下稔 栃木 村上 拓也 セゴビア

116 +20 92 生形 雅美 あさひヶ丘 萱槇 伸祐 大平台 佐藤 秀樹 美里 高橋 良実 皐月･鹿沼

120 +21 93 加藤 清知 鳩山 原 隆昭 高麗川

122 +22 94 小室 万里 東京

123 +23 95 小沼 秀雄 栃木 島田 和夫 高麗川

125 +24 96 岡村 信治 岡部チサン 香坂 雅俊 サンレイク

+25 97

127 +26 98 新井 道夫 唐沢 今井原毅 セゴビア 霜田 邦明 那須黒羽

+27 99

+28 100

130 +29 101 萩原 浩一 ラインヒル

失格 山下 清 ツインレイクス 梶原 久義 八王子

欠場 安藤 勝 高麗川 井草 洋一 プレス 泉 秀夫 日光 伊藤 俊明 紫塚

今井 和弘 日光 宇津木普是 セゴビア 岡田 睦広 プレス 鈴木 鈴男 日高

木下 博之 プレス 島村 伸一 美里 徐 行洙 ユーアイ 松永 光司 日光

高畑 尚康 鳩山 塚越 文男 岡部チサン 柳楽 欣二 高麗川 村石 龍亮 ロックヒル

蓮実 伸彰 武蔵 平田 昌治 東ノ宮 藤原 正己 佐野 山内 善正 鴻巣

宮 嘉則 美里

平成16年5月10日

以上予選通過


