
平成１６年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第２ブロック予選競技　

於： 日高カントリークラブ　西・南コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -1 71 中野 貞宜 総武

0 72

2 +1 73 川口 三夫 小田原･松田 大山 四郎 新千葉 田代 誠 ザ・レイクス

5 +2 74 木村 健一 習志野

6 +3 75 古庄 武信 東京五日市 井上 忠亘 相模原 高橋 功 習志野 安藤 正義 南摩城

10 +4 76 小林 智 長瀞

11 +5 77 斉藤 征修 南摩城 佐藤 満男 多摩 近藤 長久 寄居 小澤 博 習志野

15 +6 78 大村 豊 富士箱根 塩崎 千晃 姉ヶ崎 西沢 五郎 スプリングフィルズ 稲葉 英治 東千葉

藤田 年男 湘南シーサイド

20 +7 79 鈴木 勝永 大相模 原田 純一 大宮国際 亀田 秀夫 日高 勝俣 忠義 富士

太田 英二 桜ヶ丘 小山 修 入間 桧垣 仁一 白鳳

27 +8 80 神戸 明治 袖ヶ浦 武野内七郎 栗橋國際 大林 仁 総武

30 +9 81 市川 二郎 大相模 堀 好晴 中山 菊地 泰司 戸塚 田辺 庄司 麻生

矢野 隆男 富士小山 大野 光雄 大相模 小川 光生 川越

37 +10 82 寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 酒井 佐之 取手国際 西澤 三好 富士小山 綱島 公正 麻生

石川 一二 東名 沼田 素舟 カレドニアン

43 +11 83 佐藤 勝利 東千葉

鹿島 威二 東京国際 市川 透 一の宮 小宮 章 小川 本橋 清次 中山

田中 賢一 津久井湖

49 +12 84 保坂 芳壮 筑波学園

50 +13 85 山本 泰朗 セントラル 笠井 郁男 甲斐駒 水谷 和夫 富士小山 木村 俊夫 大相模

矢嶋 俊哉 入間 花島 武 小御門

56 +14 86 牟田 龍一郎 川越 安藤 功 東名 武安 洸二 富士笠間 菅 哲政 富士箱根

柴崎 行雄 一の宮

61 +15 87 新松 秀雄 津久井湖 高田 健治 磯子 足立 節雄 富士小山

+16 88

64 +17 89 秋月 輝夫 富士小山 河合 一男 取手国際

66 +18 90 田中 實 キングフィールズ

67 +19 91 佃 隆介 本厚木

68 +20 92 三輪 道雄 青梅

+21 93

+22 94

69 +23 95 望月 輝明 戸塚

棄権 八嶋 貞司 ザ・レイクス 富田 純 嵐山

失格 斉藤 隆 嵐山

欠場 山野辺邦夫 袖ヶ浦 岡野 幸男 日高 町島 正敏 ザ・レイクス 高橋 清泰 東京五日市

平成16年9月13日

以上予選通過


