
平成16年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第１ブロック予選競技

於： 鶴舞カントリー倶楽部・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 後藤 浩 セベ・バレステロス 水上 晃男 鶴舞

3 +1 73 吉田 文雄 東松山 杉山 稔 総武 金岡 治久 新千葉

6 +2 74 髙橋 恒人 赤城国際 亀井 隆 月 堀内 健 千葉国際 勝又 正浩 東京

10 +3 75 會田 一 鶴舞

11 +4 76 谷沢 正一 桜 浅野 正幸 東千葉 千年原一仁 京 渡辺 誠 霞ヶ浦出島

中村 成宏 常陽 吹野 耕一 都賀 上蔀 健一 カレドニアン 加藤 倫康 鹿沼７２

大数加祥平 浜野 舘 英樹 富士笠間 渡邊 嘉男 習志野

22 +5 77 細野 眞一 筑波 村田 達勇 オーク・ヒルズ 渡辺 良隆 白鳳

25 +6 78 山田 耕市 東ノ宮 鈴木 高廣 成田東 渋谷 重氏 千葉国際 光山 富夫 横浜

北澤 浩二 新千葉 松山 康明 桜 山本 努 新千葉

32 +7 79 仲村 高穂美 かずさ 室野 歩 東千葉 大塚 泰一郎 成田GC 阿部 勝彦 かずさ

以上、予選通過

　 阿部 逸朗 鶴舞 中川 潤 戸塚 大森 浩史 京 中村 昇 成田東

江川 健一 千葉スプリングス 中田 辰悟 小川 谷口 英樹 セベ・バレステロス 隈元 安雄 レインボーヒルズ

白井 敏夫 総武 鈴木 正一郎 成田東 中村 彰宏 横浜 藤崎 和典 富士笠間

48 +8 80 松本 浩 利根 日髙 利夫 茨城 小鳥 英樹 大利根 木島 侑二 房総

岡崎 雅次郎 玉造 大野 弘嗣 東千葉 吉本 壽宏 南摩城 金子 憲三 ラインヒル

平川 裕秋 東名 市田 雅亮 成田東 冨永 勝 総武

59 +9 81 仲山 信幸 浜野 倉持 一馬 皐月･佐野 繪鳩 春雄 オーク・ヒルズ 鹿島 茂裕 富士平原

金山 浩 赤城国際 浮ヶ谷 信夫 総武 宮崎 英一 オーク・ヒルズ 椎木 茂 富士小山

和田 敏郎 東千葉 相田 昌樹 加茂 岡崎 公聡 東千葉

70 +10 82 石橋 勇治 成田東 吉岡 俊裕 ラインヒル 菅谷 昭雄 成田東 岡田 佳也 白鳳

田中 乙 房総 田中 耕介 浜野 磯岡 真吾 烏山城

77 +11 83 水野 満 相模野 田中 俊行 児玉スプリングス 大部 一成 東筑波 原 繼雄 横浜

奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 吉野 斉 房総 宮下 雄一 浜野 川野 和生 袖ヶ浦

平本 康成 栗橋国際

86 +12 84 山本 哲也 成田東 河野 淳一 浜野 飯岡 雄一 鷹之台 和田 泰治 房総

渡部 剛 葉山国際 田中 孝幸 緑野 望月 敏 相模野 山菅 利彦 緑野

阿部 俊幸 秦野 渡辺 務 浜野 島路 清惠 横浜 伊藤 尚 総武

稲田 健二 京

99 +13 85 斉藤 竹夫 東ノ宮 広瀬 照康 成田東 小川 正明 京 神農 英和 セベ・バレステロス

志水 政則 房総 鈴木 俊昭 太平洋・ヒルクレスト 山ノ上 利充 秦野 渡辺 明彦 カレドニアン

宮下 一成 富里

108 +14 86 坂入 光 東ノ宮 安富 秀樹 総武 廣瀬 裕 姉ヶ崎 篠﨑 正一 清川

杉浦 保幸 江戸崎 水野 茂 房総 豊田 泰央 扶桑 加藤 隆之 成田東

116 +15 87 萩森 一郎 龍ヶ崎 弘光 利之 加茂 後藤 甲平 東京 植松 進一 千葉スプリングス

高井 聡 オーク・ヒルズ 佐藤 健二 千葉スプリングス 荻島 征彦 京

123 +16 88 小山 浩之 扶桑 金子 理 緑野 竹村 俊彦 成田GC 水野 稔 鳳琳

戸田 強 富里 公原 一 千葉スプリングス

129 +17 89 大和久正人 総武 山田 秀樹 習志野 会田 陽一 カレドニアン 大割 孝敏 千葉スプリングス

133 +18 90 宮本 良正 利根

134 +19 91 中澤 安秀 鶴舞 長谷川雄幸 セントラル 安藤 秀二 宍戸ヒルズ

+20 92

137 +21 93 小谷 廣一 千葉国際

138 +22 94 新海 雅之 皐月･佐野 塩田 大介 大利根

140 +23 95 大塚 洋二 袖ヶ浦 青山 喜美男 横浜 高金 国広 東ノ宮

+24 96

143 +25 97 鍛代 喜一 葉山国際

144 +31 103 杉本 淳一 東ノ宮

失格 廣部 清隆 館山

欠場 永井 英輔 沼津 田島 庸助 東京 工藤 隆司 浜野 成田 正義 秦野

田中 久雄 岩瀬桜川 岡本 聡 習志野 斉藤 武夫 メイプルポイント 田中 則之 茨城

峰村 佳篤 京 松下 定弘 セベ・バレステロス 松下 宗嗣 セベ・バレステロス 稲見 智明 喜連川

金山 将 鹿沼 佐藤 秀宣 レインボーヒルズ 望月 榮次 総武

平成16年8月30日


