
平成16年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第４ブロック予選競技

於： 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　駿河・甲斐コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -2 70 風間 智行 小田原･松田

2 -1 71 中川 雅義 沼津 植松 真一 沼津

4 0 72 金子 光規 レインボー 宝地戸展幸 高坂 高島 吉童 スプリングフィルズ 柳下 和茂 伊勢原

水野谷章 石坂

9 +1 73 中安 宏元 豊岡国際 松尾 市太郎 豊岡国際 金田 光司 セゴビア 松田 永基 清川

13 +2 74 杉山 和正 大利根 水野 潤一 富士平原 安達 光宣 リバー富士 秋山 定俊 相模

丹野 富壽 伊豆にらやま 新井 匠 秋山

19 +3 75 白石 哲也 南摩城 佐々木巧 相模湖 小林 一三 リバー富士 三原 直樹 寄居

23 +4 76 土屋 順之 富士御殿場 平田 泰博 凾南 土志田誠治 府中 栗田 正美 豊岡国際

田代 猛 東名厚木 伊藤 謙二 松本 亀田 貞男 セントラル 星野 英章 磯子

矢嶋 純一 成田東 鈴木 栄一 南摩城 渡辺 昭男 富士チサン 黒田 隆雅 東京国際

生田 憲一 大利根

以上、予選通過

　 鈴木 富康 寄居

37 +5 77 竹内 貴広 富士宮 山口 勝広 津久井湖 松本 寛美 富士宮 和田 光司 嵐山

高田 安和 東名 永田 剛士 ミオス菊川 星野 一 甲斐駒 仁平 克弥 東筑波

金井 修一 大相模 中原 正人 大相模 日比生泰宏 相模原 若林 彰 南富士

49 +6 78 中川 利一 大利根 萩生田政由 府中 鹿島 康裕 相模原 馬場 雅之 秦野

山本 秀昌 愛鷹 松野 眞三 府中 加部 嗣男 東名 屋代 亮 鹿沼

平本 達哉 相模原 虎見 博明 秋山 神田 律 富士小山 加藤 省志 立川国際

山本 賀英 甲斐駒 中部 隆 久慈大洋 菊川 嘉信 三島スプリングス

64 +7 79 森川 龍慶 富士宮 村田 正信 東名厚木 嶌村 公朗 伊東カントリー 谷 重次 境川

中村 喬 東名厚木 杉山 和久 菊川 佐々 英之 高根 中里 敏宏 東名厚木

小久江正人 ミオス菊川 佐々木清士 ミオス菊川 平戸 進二 清川 田辺 規充 狭山

梅澤 武彦 津久井湖 衣笠 洋司 富里

78 +8 80 阿藤 晋一郎 都留 橋本 圭司 八王子 樋口 三男 ミオス菊川 山田 璋三 東名厚木

冬頭 克宣 甲斐芙蓉 小幡 彰弘 あづみ野 加藤 健二 小田原･松田 藤澤 徹 石坂

86 +9 81 吉田 勉 オリムピック 梯 輝大 セゴビア 畑野 匡利 相模原 川上 秀男 寄居

北原 弘 伊豆にらやま 矢口 次男 津久井湖 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 前山 正隆 富士小山

八木 秀夫 立科 西山 守 あづみ野 下村 忠 伊豆にらやま 相原 信夫 都

98 +10 82 平本 眞言 東名厚木 釜谷 正宏 富士小山 大久保訓 嵐山 露木 実 東名厚木

高橋 克己 武蔵野 瀬谷 傳 烏山城 高橋 信一 オリムピック 長谷 貢治 東京国際

富澤 良二 あさひヶ丘 池田 正巳 オリムピック 山下 一郎 チェックメイト 渡辺 裕純 伊勢原

中林 隆信 愛鷹 秋元 嘉夫 レインボー 松岡 英樹 ダイワヴィンテージ 細野 敏彦 武蔵野

西本 聖 鳳琳 米倉 治 松本

116 +11 83 片野 由次 オリムピック 雁金 勇人 寄居 高瀬 幸史郎 沼津国際 浜田 義信 総武

青木 安輝 ＧＭＧ八王子 信岡 史将 成田GC

122 +12 84 谷井 和男 オリムピック 古木 政吉 湯河原 八幡 俊彦 武蔵野 山本 和春 伊豆下田

加藤 敏郎 凾南 小柳 式夫 沼津国際 佐々木雄二 凾南 浜出 達弥 オリムピック

松岡 祐介 鶴舞 湊 雅彦 東名

132 +13 85 田中 義仁 相模湖 小浦 博明 オリムピック 佐藤 謙太郎 富士小山 高橋 喜之 大相模

136 +14 86 山田 照雄 オリムピック 高田 英雄 武蔵野 佐々木章 八王子

+15 87

139 +16 88 柳澤 達哉 戸塚 江波戸文秀 狭山

141 +17 89 小林 芳男 秋山

142 +18 90 平迫 健 東名厚木 小柳 巌 東松山 佐々木進 秋山

145 +19 91 土田 英明 愛鷹 三橋 繁美 成田GC 浜村 拓也 オリムピック

+20 92

148 +21 93 松田 永浩 清川 鎌田 一昭 嵐山

150 +22 94 髙田 智雄 セントラル

棄権 永田 邦春 セゴビア

欠場 塩谷 孝光 清川 阿南 敏洋 オリムピック 柿澤 洋治 秋山 吉田 賢一 烏山城

内田 圭信 武蔵野 浅川 辰彦 武蔵 石井 重次 メイプルポイント 佐久間馨 東名

細野 正明 湯河原

平成16年9月1日


