
平成16年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第３ブロック予選競技

於： 武蔵カントリークラブ・豊岡コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 0 72 関澤 誠 ツインレイクス 相馬 聡夫 茨城

3 +1 73 河野 和之 上武

4 +2 74 東 幸司 東京よみうり 澤田 信弘 東京五日市 白 源正 ヨネックス 蓮実 伸彰 武蔵

8 +3 75 神山 義男 高坂 神戸 誠 太田双葉 小林 好司 飯能グリーン 嶋田 憲人 青梅

富田 文雄 茨城 矢島 茂 春日居 柳 秀熙 立川国際 山口 現朗 武蔵

16 +4 76 小澤 富男 さいたま梨花 小谷野文孝 飯能 広井 智一 廣済堂埼玉 前田 正雄 岡部チサン

森田 聡史 ＧＭＧ八王子 山中 通嗣 宍戸ヒルズ

22 +5 77 稲川 大次郎 メイプルポイント 奥村 康徳 千葉 小林 勝美 武蔵 竹村 昭雄 嵐山

千野 英樹 中山 都倉 俊一 東京 中島 正春 皐月･佐野 村井 重正 千葉スプリングス

田 達雄 藤岡 吉田 裕明 嵐山

32 +6 78 安藤 敬一郎 鳩山 江原 進 杉ノ郷 柿木 良夫 鳩山 鹿山 智弘 東京五日市

内田 裕 美里 倉田 泰輝 紫 小谷野希市 飯能 野崎 寿之 青梅

義山 鐘立 立川国際

41 +7 79 井上 訓昭 ＧＭＧ八王子 木本 裕二 廣済堂埼玉 小菅 滋朗 高坂 今野 宗雄 皐月･鹿沼

関 盛義 石地シーサイド 田中 進一 皆川城 辻 啓一 嵐山 成田 稔 都賀

平井 英宣 武蔵 平岡 一則 関越ハイランド 細野 博隆 皆川城 山内 善正 鴻巣

渡辺 幹根 皐月･佐野

54 +8 80 有留 義武 東京五日市 片倉 正博 杉ノ郷 亀田 丈司 武蔵 川村 伸輔 千葉

鮫島 康孝 東京よみうり 杉田 努 ＧＭＧ八王子 高山 貢 石坂 平山 康則 立川国際

宮本 清 小川

63 +9 81 秋山 良一 ザ・レイクス 石田 真吾 ＧＭＧ八王子 内野 秀紀 オーク・ヒルズ 小川 敬雄 武蔵

白石 亮二 高坂 高野 秀治 鳩山 高畑 尚康 鳩山 馬場 敬之輔 東京

平石 定夫 成田CC 堀部 和正 秩父国際 宮坂 和秀 津久井湖 諸戸 清光 霞ヶ関

山本 二朗 裾野 横山 佳和 東京よみうり

77 +10 82 秋保 隆 寄居 坂本 洋一 オーク・ヒルズ 師玉 勉 オーク・ヒルズ 鈴木 正一 春日居

荘 忠明 関越ハイランド 高橋 文蔵 武蔵 中村 哲也 飯能グリーン 土師 照夫 ザ・レイクス

真下 政夫 佐野 簗瀬 正晴 鳩山 渡邉 恒美 武蔵

88 +11 83 青木 豊 青梅 赤木 脩康 日光 和泉 一夫 佐野 榎本 和彦 新千葉

岡田 光史 嵐山 岡本 康 美里 関橋 洋之助 飯能グリーン 鳥山 良雄 立川国際

松本 正之 十日町 望月 功一 武蔵 輪島 節雄 上武

99 +12 84 小澤 孝男 高坂 倉片 優 武蔵 提 敏博 鳩山 嶋田 順一 高坂

菅田 正道 東京 關橋 光一 飯能グリーン 塚本 正人 ＧＭＧ八王子 土屋 健次 嵐山

鳥居 勇 東京五日市 丹羽 基広 小金井 林 泰宏 武蔵 原田 竹生 皆川城

渡邊 康博 武蔵

112 +13 85 青木 秀樹 栃木ヶ丘 池和田義雄 立川国際 伊坂 弘道 立川国際 伊藤 佐一 藤岡

岡村 信治 岡部チサン 来住野秀夫 東京五日市 小室 万里 東京 菅又 康倫 カレドニアン

長島 啓智 都賀 中村 馨太郎 伊豆国際 西部 純一 東京五日市 平子 尚丈 大相模

三浦 正則 高坂 森岡 繁幸 東京

126 +14 86 五十嵐英章 岡部チサン 大橋 祐樹 メイプルポイント 川久保実 東京五日市 菊地 耕二 嵐山

髙橋 識光 鳩山

131 +15 87 大津 仁利 都留 金子 雅一 武蔵 柴田 良三 紫 森田 裕之 桜ヶ丘

135 +16 88 小嶋 敬一 飯能グリーン 呉屋 朝幸 青梅 田渕 裕民 青梅 松本 肇 武蔵

139 +17 89 加藤 清知 鳩山 渡辺 寛 小川

+18 90

141 +19 91 高山 薫 嵐山 田端 裕之 高坂

143 +20 92 大橋 研一 東京 佐藤 秀樹 美里

145 +21 93 博山 守 清川

146 +22 94 因泥 武彦 上武

+23 95

147 +24 96 池田 正志 オーク・ヒルズ

+25 97

+26 98

148 +27 99 内堀 友之 高坂

欠場 落合 直人 寄居 兼田 克彦 立川国際 後藤 章 武蔵 笹川 伸 飯能グリーン

高橋 勲 茨城 橋本 雄二 児玉スプリングス 蛭田 信宏 大利根 藤本 歩 セントラル

堀越 元久 メイプルポイント 諸橋 泰 東京 吉永 征宏 関越ハイランド 和田 雅英 東京五日市

平成16年8月30日

以上、予選通過


