
平成16年度関東グランドシニアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 茨城ゴルフ倶楽部・西コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +3 75 鈴木 正治 府中

+4 76

2 +5 77 清水 祥一 狭山 高橋 伊佐男 ＧＭＧ八王子 田中 明夫 狭山 山田 真早志 鷹之台

6 +6 78 井草 茂 関東国際 土屋 勝義 中津川 中山 廣平 鎌ヶ谷 保田 宏 袖ヶ浦

山下 繁 富士チサン

11 +7 79 久保 博光 茨城 冨山 信治 狭山 林 吉郎 唐沢 益田 一利 戸塚

15 +8 80 網中 一郎 霞ヶ関 井上 義則 袖ヶ浦 尾関 秀夫 武蔵 重宗 信正 霞ヶ関

志田 宣勇 かずさ 田口 喜三郎 水戸 羽川 米豊 唐沢 山田 享弘 武蔵

23 +9 81 青山 偉和雄 袖ヶ浦 大村 豊 富士箱根 高嶋 一 嵐山 高橋 孝一 大利根

村松 文明 木更津

28 +10 82 浅見 東司 嵐山 今井 昭一 中津川 岩崎 寿幸 皐月･佐野 加々美幸男 川越

神山 恒夫 狭山 高貝 久敬 総武 手塚 博文 土浦 中村 巖 武蔵

間中 正 大利根 山岸 勇幸 鷹之台

38 +11 83 天野 雅之 茨城 荒井 助之 鎌倉 岡部 善三郎 中津川 勝俣 幸雄 富士

塩田 正 立川国際 長郷 国男 平塚富士見 柳田 勝 我孫子

45 +12 84 足立 今朝六 総武 岡村 光治 那須小川 小幡 政雄 利根 小林 亨 嵐山

初見 為治 大利根 細井 秀次郎 鷹之台 森泉 清 草津

52 +13 85 石川 一二 東名 岩井 二郎 霞ヶ関 齋藤 芳康 霞ヶ関 高尾 修 鳩山

波多野康二 東京 丸山 久夫 武蔵 宮本 敏 土浦 山野辺邦夫 袖ヶ浦

60 +14 86 牛久 忠彦 狭山

以上予選通過

長野 和郎 鎌倉 成田 幸生 高根 宮本 忠志 武蔵 横手 秀夫 利根

市川 金次郎 美里 出田 健 川越 谷間 芳明 真名

68 +15 87 青木 通雄 利根 池永 敏雄 利根 小佐野孝治 府中 菅野 茂宏 高根

瀧野 幸三 霞ヶ関 富島 康祐 我孫子 友廣 幹夫 赤城国際 長島 範明 立川国際

八木 高男 大相模

77 +16 88 安藤 龍男 京葉 大野 秀夫 京葉 木元 栄次 鷹之台 高田 吉夫 葉山国際

中村 哲造 龍ヶ崎 堀内 良一 富里 本間 元也 袖ヶ浦 山口 義明 龍ヶ崎

山路 慶一 川越 山本 薫 サザンクロス 頼 俊文 小金井

88 +17 89 青木 義之 取手国際 雨宮 司郎 小金井 北田 潤 取手国際 桑久保四郎 京葉

杉山 啓 都賀 茅野 実平 諏訪湖 中台 正博 袖ヶ浦 丹羽 富美雄 狭山

96 +18 90 井上 陽平 鷹之台 金子 俊幸 川越 柴田 隆一 霞ヶ関 瀬戸 恵一 平塚富士見

高橋 修 府中 西岡 義喬 袖ヶ浦

102 +19 91 斉藤 太久栄 唐沢 桜井 元 常陽 杉田 正二 サニーフィールド 富本 岩夫 府中

羽佐間正雄 磯子 浜村 浩安 宇都宮 山田 敦 川越 和氣 淳 宇都宮

110 +20 92 安芸 周一 取手国際 井上 公治 川越 岡本 昇 茨城 小林 薫 宇都宮

内藤 市郎 茂原

115 +21 93 荒井 照夫 藤ヶ谷 加藤 明男 茨城 西川 保彦 東松山 原 廣輝 唐沢

119 +22 94 稲田 富男 立川国際 花ヶ崎 尚 麻生 本多 実 嵐山

122 +23 95 大内 孝一 唐沢 坂田 敏幸 狭山

+24 96

124 +25 97 清水 廉 狭山

125 +26 98 菅沼 重男 本厚木

126 +27 99 高沢 孝幸 我孫子

+28 100

127 +29 101 菊地 泰造 狭山

+30 102

128 +31 103 中桐 幹雄 霞ヶ関

棄権 甲越 文敏 総武

欠場 浅田 節郎 大利根 上原 敬 立川国際 君野 隆治 嵐山 佐藤 雄二朗 府中

西田 幾久彦 霞ヶ関 蛭田 正 小金井 星野 光 群馬 吉本 正治 府中

平成16年5月10日


