
平成16年度　関東シニアゴルフ選手権第４ブロック予選競技

於： 愛鷹シックスハンドレッドクラブ

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 72 高橋 孝和 レインボー 横山 佳和 東京よみうり

3 0 73 浅井 和彦 愛鷹 金谷 峯吉 大熱海国際 高橋 敏 大秦野 原田 光則 多摩

渡辺 史郎 相模湖

8 +1 74 植松 潤一 沼津 内田 孝 戸塚 小原 久仁視 穂高 加部 嗣男 東名

河原 伸光 愛鷹 直井 繁治 愛鷹 中村 勇 飯能 原 秀定 伊勢原

平野 洋一 大厚木 松井 康夫 東名 向笠 照夫 大熱海国際

19 +2 75 青木 守喬 戸塚 浅見 幹也 愛鷹 安藤 謙治 八王子 勝俣 忠義 富士

木目田碩史 戸塚 瀧 正元 東京五日市 俵 聖徳 富士箱根 鶴崎 晃 セントラル

中島 廣行 秦野 中野 弘治 相模 中原 正人 大相模 野澤 元 富士チサン

31 +3 76 尾関 達昭 鴻巣 神山 逸志 戸塚 小坂 譲 東京よみうり 高槻 天歩 裾野

深澤 貞夫 富士チサン 渡邊 稔 横浜

以上、予選通過

　 髙梨 庄司 富士御殿場 山口 正壽 レインボー 山本 順平 立川国際 大村 静 リバー富士

小宮 康彦 相模原

42 +4 77 伊藤 仁 相模原 扇 徳男 富士箱根 梶原 久義 甲府国際 方山 秀哲 相模原

神田 律 富士小山 指田 博 多摩 杉山 文男 朝霧ジャンボリー 関 一章 戸塚

富永 悟 飯能 古川 茂 東名厚木 山田 璋三 東名厚木 吉田 賢一 富士

若林 秀明 富士チサン

55 +5 78 石井 基雄 湯河原 伊藤 保 愛鷹 小板橋忠男 大熱海国際 清水 卓馬 狭山

須藤 文雄 富士箱根 粒良 誠司 鳩山 藤田 年男 湘南シーサイド 藤原 豊信 富士小山

望月 清 富士宮 山下 一郎 チェックメイト

65 +6 79 青山 喜美男 横浜 伊藤 亮一 葉山国際 大城 正一 鳳琳 佐藤 満男 多摩

雫 清志 東京よみうり 篠崎 正一 清川 島村 龍男 甲斐芙蓉 下山 實 大熱海国際

白井 旭 相模原 真道 豊 レインボー 菅沼田正 富士チサン 富山 光 グリーンバレイ

内藤 博之 小田原湯本 中村 行雄 大熱海国際 福島 隆 東京国際 細谷 清 相模原

松下 博 飯能 水野 裕司 リバー富士

83 +7 80 麻薙 惇彦 小田原湯本 石原 勲 富士川 今井 喜平 相模原 笠井 郁男 甲斐駒

片倉 忠雄 平塚富士見 金井 修一 大相模 河野 晃 甲府国際 北本 拓 八王子

関 隆雄 東京国際 高田 昭治 東名 田代 雄久 湯河原 仲田 功雄 日本

南郷 茂伸 横浜 平戸 進二 清川 米山 福 東名富士 渡部 剛 葉山国際

99 +8 81 足立 節雄 富士小山 大森 美良 葉山国際 佐野 禎一 朝霧ジャンボリー 牧谷 秀昭 相模原

103 +9 82 石井 重次 メイプルポイント 大澤 和男 相模原 太田 正孝 東名厚木 大西 憲文 鳩山

鹿島 威二 東京国際 金田 徳治 厚木国際 金田 春植 穂高 川口 紀史 富士

菅 克久 清川 小林 勲 諏訪レイクヒル 佐藤 伊佐緒 磯子 椎貝 満範 東京よみうり

畑 稔 富士小山 平塚 善策 湯河原 藤岡 和洋 東名厚木 三田 芳松 愛鷹

119 +10 83 井上 忠亘 相模原 柿島 一三 鳩山 関口 直志 飯能 高澤 公司 八王子

123 +11 84 有泉 成道 愛鷹 伊藤 茂 東名厚木 落合 良勝 横浜 鍛代 喜一 葉山国際

金井 鋭男 オリムピック 榑松 博文 皐月･佐野 帖佐 寛巳 伊勢原 中澤 治重 長瀞

131 +12 85 今村 豊行 グリーンバレイ 大場 裕 富士小山 代田 敏男 甲斐駒 田中 勇一 多摩

方 次男 武蔵野

136 +13 86 阿部 忠夫 チェックメイト 片岡 叡一 湯河原 志村 雅男 津久井湖

139 +14 87  東静 富士 松倉 幸一郎 府中 森 鉄雄 多摩 渡辺 健二 ＧＭＧ八王子

143 +15 88 東福寺勝昭 東京国際 山口 隆 湯河原

145 +16 89 仲田 博昭 栗橋国際

+17 90

146 +18 91 松本 清孝 鳩山 三橋 信介 富士小山

148 +19 92 小川 光彦 東名厚木

失格 中川 一光 狭山

欠場 石井 俊昭 飯能 市川 賢 東京国際 岩崎 進 東京よみうり 榎本 靖 戸塚

大和田勝 相模野 片野 誠一 東京国際 加藤 昌弘 鳩山 工藤 次郎 戸塚

栗原 髙次 鳩山 小久保明 飯能 佐藤 正信 ＧＭＧ八王子 関本 照文 朝霧ジャンボリー

塚田 万秋 葉山国際 中島 雄一 相模湖 中村 喬 東名厚木 新濱 善二郎 飯能

萩原 克爾 戸塚 原 繼雄 横浜 比留間秀明 飯能 二亦 博 東名富士

柳 貴之 グリーンバレイ 山崎 辰男 相模原

平成16年7月16日


