
平成16年度　関東シニアゴルフ選手権第２ブロック予選競技

於： 成田ゴルフ倶楽部

順位 -/+ スコア 氏　名
1 -2 70 山下 寛 平川

2 -1 71 桜井 延秋 新千葉

3 0 72 渋谷 重氏 千葉国際 白井 敏夫 総武 大山 四郎 新千葉 中西 雄一郎 玉造

桐生 峰男 ブリック　アンド　ウッド 津田 勝 カレドニアン 稲川 廣政 成田GC

10 +1 73 時盛 克良 成田CC 佐藤 進 ザ・ファースト

12 +2 74 白井 正衛 新千葉 川田 充利 白鳳 石井 孝一 千葉夷隅 今村 佳嗣 千葉

鈴木 久男 千葉廣済堂 佐野 陽彦 万木城 安井 勲 千葉スプリングス

19 +3 75 林 安雄 袖ヶ浦 髙橋 雅幸 カレドニアン 鈴木 正一 春日居 小野 昭雄 鎌ヶ谷

関口 幸雄 芳賀 細江 明浩 成田ハイツリー 柴田 良三 紫 宮坂 文一 武蔵

猪野 洋 藤ヶ谷 冨田 昇 房総

29 +4 76 笠川 喜久男 鷹之台 延田 政弘 東千葉 金子 展夫 新千葉 渡辺 秀男 総武

那須 哲郎 千葉スプリングス 阿久津征一 袖ヶ浦 上重 修 総武 寺田 素夫 セベ・バレステロス

矢吹 元良 ゴールデンレイクス 本山 年夫 藤ヶ谷

以上、予選通過

　 米田 博一 鶴舞 南部 正敬 紫 上野 泉 ブリック　アンド　ウッド

42 +5 77 渡辺 宣彦 千葉スプリングス 廣瀬 義晋 富士平原 永井 明 大利根チサン 菊池 忍 千葉スプリングス

三好 邦寿 鶴舞 森永 正隆 武蔵 植松 進一 千葉スプリングス 浅野 健造 龍ヶ崎

川崎 豊 千葉夷隅 加藤 明 新千葉 高橋 政彦 ロイヤルスター 添川 良信 木更津

浜島 照佳 鷹之台 角南 道弘 中山 田中 賢治 かずさ 澤田 富之 セベ・バレステロス

岩井 誠 船橋 前田 芳雄 かずさ 平瀬 清輝 白鳳 西山 靖彦 白鳳

金子 航二 東千葉 蜂谷 英夫 鷹之台

64 +6 78 三枝 節 藤ヶ谷 高松 秀恒 御殿場 山中 茂 紫 渡辺 和喜 船橋

原田 英治 船橋 秋本 康彦 オーク・ヒルズ 木島 侑ニ 房総 中見 憲政 成田ハイツリー

豊田 計吾 鎌ヶ谷 梶谷 武輝 ロイヤルスター 岡崎 光伸 東千葉 高橋 功 習志野

河盛 純造 ブリック　アンド　ウッド 澤井 總司 オーク・ヒルズ 瀬谷 傳 烏山城 杉山 透 袖ヶ浦

安室 博明 ロイヤルスター 美濃村和男 龍ヶ崎 竹岡 和彦 スカイウェイ 土屋 貞雄 新千葉

臼倉 喜八郎 龍ヶ崎 伊東 祐次 千葉 竹永 和美 南総 鈴木 元則 習志野

前田 金十郎 千葉廣済堂 土井 正三 鶴舞

90 +7 79 菅野 孝男 鶴舞 松本 直之 鳩山 古屋 義廣 木更津 重藤 伸也 東千葉

金子 正史 茂原 岸本 安市 オーク・ヒルズ 武田 弘 千葉廣済堂 渡辺 孝雄 ザ･鹿野山

薮下 武義 千葉新日本 湯川 国秋 千葉 発知 洋一 小川 森塚 光彦 千葉夷隅

竹村 俊彦 成田GC 藤ヶ谷 勇 加茂 大塚 健二 霞ヶ浦出島 伊藤 正和 習志野

106 +8 80 新村 ヨシオ 千葉 柴田 勝美 袖ヶ浦 泉 秀夫 日光 相原 信夫 都

熊坂 勝男 セベ・バレステロス 大西 憲彦 成田ハイツリー 江澤 儀坦 袖ヶ浦 芦澤 達雄 オーク・ヒルズ

吉田 賢一 烏山城

115 +9 81 桧垣 仁一 白鳳 水野 茂 房総 木村 一三 船橋 浅井 義久 成田GC

山田 晃 宍戸ヒルズ 平林 眞一 船橋 平野 誠四郎 成田スプリングス 渡部 克昭 鶴舞

寺嶋 順仁 セベ・バレステロス

124 +10 82 関根 宏一 鷹之台 猪股 延吉 鷹之台 鈴木 龍男 木更津 三枝 重郎 藤ヶ谷

犬石 誠雄 新千葉 西部 純一 東京五日市 鮫島 恒男 船橋 甲斐 利男 長南

和田 弘義 成田ハイツリー 古賀 剛大 成田GC 桜井 惇 烏山城 川島 謙扶 新千葉

中村 満男 鳩山

137 +11 83 横山 彰 東千葉 西澤 忠 メイプルポイント 土島 正博 成田CC 木村 睦 新千葉

佐藤 鉄男 千葉廣済堂

142 +12 84 小出 静男 千葉廣済堂 石井 進 習志野 小俣 明 鶴舞 宮風呂克明 加茂

笠川 勝利 習志野 大武 正 習志野 松本 勝巳 高坂 松永 光司 日光

150 +13 85 山田 重治 新千葉 西郡 憲治 習志野 西村 和雄 千葉夷隅 樋口 薦 セゴビア

粕谷 俊一 鷹之台 平井 建三 利根

156 +14 86 植木 康夫 セベ・バレステロス 増田 龍彦 加茂 高井 房雄 鎌ヶ谷

159 +15 87 拝戸 敦 鎌ヶ谷 秋谷 泰次 成田スプリングス 藤谷 憲彦 利根

162 +16 88 井上 雅義 藤ヶ谷

+17 89

+18 90

163 +19 91 高木 俊憲 袖ヶ浦 山口 勝 セベ・バレステロス

165 +20 92 小島 一朗 藤ヶ谷 大原 福克 ナリタ

167 +21 93 井 嘉輝 袖ヶ浦

+22 94

168 +23 95 若林 照光 成田GC

棄権 金住 則行 成田GC 三代 健一 佐倉

欠場 渡辺 圭介 千葉 関口 芳弘 我孫子 鈴木 聖三 船橋 松山 信彦 セゴビア

布川 弘久 鷹之台 西村 國彦 龍ヶ崎 国見 宏造 ザ･鹿野山 松尾 淳一郎 藤ヶ谷

中川 敏雄 千葉スプリングス 堀内 勝正 千葉廣済堂

平成16年7月16日


