
平成16年度　関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技
第１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 -1 71 額賀 辰徳 ロイヤルスター

2 0 72 小原 淳 愛鷹

3 +1 73 中島 徹 昇仙峡 志村 幹夫 日立 角田 充弘 東名 中川 潤 戸塚

7 +2 74 斉藤 麗 パ協 宮本 清 小川 伊藤 勇気 関東ジュニア 河本 徳三朗 相模原

加藤 大幸 中央学院大 木下 裕太 関東ジュニア 山本 泰弘 烏山城

14 +3 75 石井 保行 清川 平野 洋一 大厚木 杉山 稔 総武 岡田 卓麻 関東ジュニア

吹野 耕一 都賀 芳賀 洋平 関東アマ 熊谷 淳 水戸グリーン 中島 正春 皐月･佐野

水上 晃男 鶴舞 室野 歩 東千葉 小林 一三 リバー富士 亀井 美博 ノースショア

石原 紀一 京 青木 龍一 関東ジュニア

28 +4 76 渡辺 能邦 武蔵野 亀井 隆 唐沢 菅谷 昭雄 成田スプリングス 安木 隆介 専修大

高安 信行 セントラル 小川 透 岡部チサン 岩波 肇 パ協 沢田 信弘 東京五日市

竹原 洋行 東名 光山 富夫 横浜 簗瀬 元気 オリムピック 谷口 英樹 セベ・バレステロス

千年原一仁 京 豊島 豊 東千葉

42 +5 77 成田 稔 都賀 尾居 博英 関東ジュニア 宮 辰夫 習志野 浅川 辰彦 武蔵

和田 博 東京五日市 渡邉 優登 ロイヤルスター 桜井 延秋 新千葉 竹石 要佑 筑波

佐久間馨 東名 吉田 文雄 東松山 奥山 裕士　 新千葉 加藤 成二 岡部チサン

橋爪 光彦 日本大 日原 篤志 関東ジュニア 小川 宏二郎 鹿沼 舘 英樹 富士笠間

58 +6 78 金子 光規 レインボー 大和田康夫 草津 宇佐美祐樹 関東ジュニア 木村 哲也 千葉

和田 雅英 東京五日市 岩井 正一 習志野 冨田 久三 茨城パシフィック 関沢 誠 ツインレイクス

木名瀬和重 茨城県アマ 野田 忠正 鎌倉 金 浩延 都賀 岡田 壮広 皐月･佐野

築舘 利明 駒澤大 榎本 和彦 新千葉 宮本 良正 利根 吉田 祐基 駒澤大

矢口 敏男 ラインヒル 小林 伸太郎 高崎ＫＧ

76 +7 79 北田 隼土 妙高高原 阪田 哲男 袖ヶ浦 杉木 邦夫 群馬 松田 永基 清川

板垣 道也 伊香保国際 斎藤 恭正 アカデミアヒルズ 柳澤 信吾 袖ヶ浦 渡邉 悠 日本大

佐藤 和夫 オリムピック 日暮 俊明 扶桑 赤坂 一樹 専修大 塩田 一樹 関東国際

川満 歩 日本大 三野原直愛 烏山城 東家 賢政 水戸グリーン 篠塚 直彦 ノースショア

吉田 純 セベ・バレステロス

93 +8 80 大塚 泰一郎 成田GC 大山 和則 スプリングフィルズ 金光 善大 小幡郷 額賀 義朗 船橋

太田 再勇 大相模 飯塚 裕一 藤岡 塚田 陽亮 松ヶ峯 加藤 倫康 鹿沼７２

長島 啓智 都賀 最所 昌弘 関東ジュニア 山口 賢一郎 富士小山 川崎 邦朗 江戸崎

半田 裕一 ファイブエイト 原田 大介 専修大

107 +9 81 前田 正雄 岡部チサン 水上 龍樹 南富士 伊東 克家 京 伊藤 啓二 穂高

佐野 健太郎 東北福祉大 中野 正義 霞ヶ浦出島 松元 昌史 あづみ野 市川 賢 東京国際

有賀 正起 白水 服部 稔 セゴビア 松本 寛美 富士宮 柴田 良三 紫

高階 繁尚 下秋間 三橋 隆明 ザ・ファースト 風間 智行 小田原･松田 勝又 崇之 専修大

123 +10 82 堀江 隆 カバヤ 八尋 天聖 皐月･佐野 渡邊 嘉男 習志野 高村 保 姉ヶ崎

石井 幹 千葉スプリングス 原 繼雄 横浜 豊田 泰央 扶桑 江川 健一 千葉スプリングス

山崎 一雄 桜

132 +11 83 岡田 光史 嵐山 竹平 卓生 東名厚木 名倉 康太 ファイブエイト 谷山 優太 関東ジュニア

佐藤 圭介 ノースショア

137 +12 84 内田 圭信 武蔵野 白井 旭 相模原 西村 和也 専修大 瀧澤 雅人 下野

梶谷 卓矢 習志野 細野 眞一 筑波 岡部 大輔 関東ジュニア 松村 道央 鹿沼７２

鈴木 克彦 東名厚木

146 +13 85 小川 直康 セベ・バレステロス 土志田誠治 府中 松下 宗嗣 セベ・バレステロス 山崎 翼 東那須

150 +14 86 広田 文雄 長野

151 +15 87 舘浦 圭 千葉 大堀 琢磨 笹神五頭 原田 育寛 館山 渡辺 秀男 総武

155 +16 88 大谷 勝彦 袖ヶ浦

156 +17 89 矢島 茂 春日居

棄権 大西 憲彦 成田ハイツリー

欠場 青木 正一 宍戸ヒルズ 飯島 慎平 東京五日市

平成16年6月7日


