
平成16年度　関東シニアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 武蔵松山カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 山口 現朗 武蔵

2 -1 71 市川 隆夫 江戸崎

3 0 72 星野 正治 武蔵野

4 +1 73 工藤 利明 埼玉国際 竹村 昭雄 嵐山 新田 元大 埼玉国際 江戸 正榮 東松山

8 +2 74 鳥山 良雄 立川国際 小川 透 岡部チサン 小嶋 敬一 飯能グリーン 飯塚 賢治 府中

小澤 達 メイ・レイクヒルズ

13 +3 75 小久保武夫 小川 秋保 一孝 東松山 児玉 泰文 岡部チサン 大野 了一 霞ヶ関

豊田 裕義 川越 北口 吉明 埼玉国際

19 +4 76 高木 克巳 秋山 室町 明 鴻巣 川上 秀男 寄居 西村 章 岡部チサン

伊藤 佐一 藤岡 小池 健久 越生 山本 勝彦 埼玉国際 北裏 富麿 東松山

土志田誠治 府中 山中 義衛 浦和 福田 栄二 川越 大久保蕃 桜ヶ丘

以上、予選通過

　 伊坂 弘道 立川国際

32 +5 77 萩生田政由 府中 児島 純 東松山 西村 淳助 寄居 板橋 理 東松山

菊池 宗雄 伊香保 樅山 和由 武蔵松山 高橋 久雄 東松山 松本 肇 武蔵

生田 憲一 大利根 今井 一男 鴻巣 木村 敏之 嵐山 福島 常廣 太平洋・ヒルクレスト

永沼 光一郎 鹿沼７２ 村山 正光 嵐山

46 +6 78 佐々木善松 立川国際 千葉 尚久 武蔵松山 葉梨 洋一郎 川越 遠藤 修 岡部チサン

増田 收 大相模 木村 芳雄 埼玉国際 小山 敏男 青梅 小泉 憲威 東松山

小西 宗正 小川 中村 宇一朗 ＧＭＧ八王子

56 +7 79 竹島 長康 飯能グリーン 岡田 光正 嵐山 松野 眞三 府中 鳥居 勇 東京五日市

藤城 悠 下野 神戸 誠 太田双葉 小林 信三 ＧＭＧ八王子 鈴木 正治 府中

木本 雄治 武蔵松山 鈴木 弘之 都賀 荻島 富雄 武蔵野

67 +8 80 鈴木 英介 武蔵松山 斉藤 彊一 飯能グリーン 関 盛義 石地シーサイド 川杉 元延 鷹

田中 敏平 越生 斉藤 征修 南摩城 小林 憲司 武蔵松山 石田 真吾 ＧＭＧ八王子

篠崎 正典 ゴールデンレイクス 菅 真知 武蔵松山 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 坂本 章二 東松山

込谷 久雄 東京五日市 高橋 文蔵 武蔵

81 +9 81 渡部 良 東京五日市 金子 義一 越生 塚越 亘 川越 黒岩 一紘 府中

谷 猛夫 東松山 木村 勝義 越生 塚田 俊久 大利根 菊地 拓朗 鴻巣

吉田 正昭 東松山 間部 敏夫 武蔵松山 兼坂 慶三 府中 鍛治 宏海 川越

藤井 紘一郎 川越 岩下 良雄 川越 荻野 隆嗣 武蔵 田村 昌三 府中

宮崎 秀治 飯能グリーン

98 +10 82 新谷 滿 スプリングフィルズ 川久保実 東京五日市 名和 秀男 武蔵松山 三戸 敏嗣 ＧＭＧ八王子

大野 好儀 嵐山 来住野秀夫 東京五日市 山口 喜雄 鳩山 池田 敏則 武蔵松山

小川 光生 川越 風間 正治 府中 高橋 佑吉 東松山

109 +11 83 牟田 龍一郎 川越 小林 直樹 嵐山 村岡 稔 ファイブエイト 加藤 喜正 嵐山

桜井 真一 高坂 西田 利一 府中

115 +12 84 増田 純男 嵐山 生駒 勇八 埼玉国際 青木 勇 武蔵松山

118 +13 85 坂本 嘉山 嵐山 田中 寛治 日本 真下 健弥 龍ヶ崎

121 +14 86 鳥居 淑男 鳩山 鈴木 幸雄 武蔵松山 柳井 博 嵐山 駒木 士郎 武蔵松山

小山 健一 飯能グリーン

126 +15 87 平林 輝夫 越生 板倉 俊夫 武蔵松山

128 +16 88 小川 晴也 霞ヶ関 井上 勝年 武蔵松山 杉山 俊一 武蔵松山

131 +17 89 関口 興太郎 鴻巣 小林 芳男 秋山

133 +18 90 金丸 保 寄居

134 +19 91 宮下 晃一 川越 上村 岩男 越生

136 +20 92 福西 文夫 大利根

+21 93

+22 94

+23 95

+24 96

137 +25 97 川 幸男 廣済堂埼玉

失格 金谷 修平 嵐山

欠場 関橋 洋之助 飯能グリーン 山路 慶一 川越 杉山 剛正 川越 松原 功 桜ヶ丘

古谷 太一 武蔵 兼田 克彦 立川国際

平成16年7月12日


