
平成16年度　関東シニアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： 麻生カントリークラブ

順位 -/+ スコア 氏　名
1 -2 70 阪田 哲男 袖ヶ浦 武井 俊雄 栗橋国際

-1 71

3 0 72 平澤 良雄 水戸 徳永 一充 龍ヶ崎

5 +1 73 入野 康昭 水戸 高安 信行 セントラル

7 +2 74 鹿窪　　茂 セントラル 稲田 一男 スプリングフィルズ 桜木 博 金砂郷 隈元 安雄 レインボーヒルズ

金 正出 ダイヤグリーン

12 +3 75 杉本 薫 水戸グリーン 藤崎 和典 富士笠間 藤本 正美 筑波学園 堀部 和正 秩父国際

黒澤 珍介 龍ヶ崎 大輪 広明 水戸グリーン

18 +4 76 田中 倉造 日高 泰山 義基 茨城 滝山 清 水戸 中村 清 水戸

22 +5 77 山口 和孝 麻生 佐野 敏文 ザ・レイクス 斉藤 裕一 鹿沼 呉山 淳一 袖ヶ浦

忍田 徹夫 栗橋国際 根本 克雄 玉造 渡辺 誠 霞ヶ浦出島 成田 稔 都賀

船越 茂人 スプリングフィルズ

31 +6 78 八木沢栄一 取手国際 伊藤 雅久 麻生 岡田 恵司 浦和 奥澤 國男 龍ヶ崎

吉田 孝市 紫塚 鈴木 由蔵 桜

以上、予選通過

　 杉田 敬三 多摩 山田 勧 東千葉 増渕 正己 東宇都宮 郡司 勝 ダイヤグリーン

41 +7 79 内藤 忠勝 岡部チサン 岩崎 伝造 鳩山 小野 進 水戸 堀口 守 皐月･鹿沼

西村 新一 麻生 鈴木 泉 大洗 宇賀神佐英 大洗 佐久間義雄 姉ヶ崎

山西 宏昭 富士笠間

50 +8 80 芳川 威巳 霞台 林 恒男 大利根 柳田 賢治 筑波学園 斉藤 実 取手国際

石田 俊男 扶桑 川野 和生 袖ヶ浦 鈴木 文俊 嵐山 富田 文雄 茨城

佐久間紀明 あさひヶ丘 小竹 完 筑波学園 矢野 塚春 鹿沼

61 +9 81 鈴木 幸雄 筑波 寺田 溥一 扶桑 篠内 満 茨城ロイヤル 佐藤 敏弘 富士笠間

富澤 良二 あさひヶ丘 佐藤 政秀 筑波学園 井坂 達也 水戸 川端 和憲 小千谷

増渕 守哉 鹿沼 望月 功一 武蔵 檜沢 敏夫 東筑波 大和田康夫 草津

大森 健二 東筑波

74 +10 82 内山 清美 あさひヶ丘 都倉 俊一 東京 灰野 澄和 取手国際 柳田 武 取手国際

塚田 和英 栃木ヶ丘 根本 太涛 水戸 植田 春夫 水戸 鶴岡 秀行 麻生

前場 敏信 杉ノ郷 遠藤 銀次郎 鹿沼

84 +11 83 浅岡 勝 霞台 神永 勝男 大洗 河村 友正 龍ヶ崎 井上 堯 日高

大場 宣明 ユーアイ 中島 道宏 扶桑 篠原 勉 大利根 大串 清司 清川

永 武 霞台 後藤 章 武蔵松山

94 +12 84 小林 保夫 那珂 福島 順信 セゴビア 横山 正一 白帆 正木 拓朗 寄居

近藤 正勝 高根 金田 昌富 筑波 田口 操 セントラル 山下 邦之 利根

中村 博保 太平洋・ヒルクレスト 松森 実 かずさ

104 +13 85 村松 守 千葉スプリングス 寺尾 一男 鴻巣 山崎 晴央 取手国際 永沼 孝順 セゴビア

前原 廣光 桐生 笹原 薫 取手国際 木村 武 扶桑 松本 喜義 水戸グリーン

諸橋 泰 東京 丸山 雅朋 秦野 田島 庸助 東京

115 +14 86 西園寺裕夫 東京 平田 利夫 皐月･佐野 桑原 健作 皆川城 板垣 和男 玉造

高田 幸夫 セベ・バレステロス 松崎 博彦 千葉新日本 長谷川久記 富士笠間 成田 賢二 大利根

篠崎 力夫 セベ・バレステロス 宇野 政 利根 江川 巌 大利根 三富 嗣充 富士笠間

127 +15 87 阿部 安雄 取手国際 中丸 靖彦 茨城ロイヤル 大竹 藤重 水戸グリーン 前田 佳秀 小御門

131 +16 88 深井 隆光 大利根 小原 秀浩 大利根 馬渕 博臣 麻生 得能 三郎 栃木

鈴木 陸郎 筑波 田川 哲郎 鹿沼

137 +17 89 野代 智之 麻生 園部 昌之 富士笠間 大橋 研一 東京 越智 和雄 皐月･佐野

川鍋 大ニ 皆川城

142 +18 90 上平 鉄夫 唐沢 岸 俊光 霞台

144 +19 91 首藤 光雲 鹿沼 武藤 裕 皆川城

+20 92

146 +21 93 米倉 忠博 大洗 横村 博 皆川城

148 +22 94 生形 雅美 あさひヶ丘

棄権 山田 宗義 太平洋・ヒルクレスト 中﨑 安郎 皆川城

欠場 湯田 勝雄 鴻巣 島村 弘行 皆川城 渡辺 稔男 太平洋・ヒルクレスト 永嶋 清馬 筑波

大橋 育夫 鹿沼 長島 義憲 高根 野々下稔 栃木 堀切 正夫 大利根

保坂 芳壮 筑波学園 下田 武男 高根 井田 幸博 岡部チサン 飯岡 弘高 茨城

金城 正徳 皆川城 木村 嘉光 レインボーヒルズ 藁科 登 扶桑 五井 紀夫 飯能グリーン

佐藤 光治 サニーフィールド 米沢 英樹 大利根 諸岡 章 龍ヶ崎 小平 真一 鹿沼

片山 正八 中山

平成16年7月13日


