
平成１６年度関東ミッドシニアゴルフ選手権第３ブロック予選競技　

於： 日高カントリークラブ　南・東コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 -3 69 大村 静 リバー富士

-2 70

-1 71

0 72

+1 73

2 +2 74 木村 敏之 嵐山 谷 正幸 立川国際 稲田 一男 スプリングフィルズ

5 +3 75 鈴木 正治 府中 平塚 善策 湯河原

7 +4 76 岡田 光正 嵐山 藤岡 五郎 高根

9 +5 77 高橋 久雄 東松山 加倉井満郎 新水戸 宮里 佑交 寄居 金子 宗平 伊香保国際

水越 要 日光

14 +6 78 植田 春夫 水戸 高橋 正敏 入間 中村 巖 武蔵 磯谷 三好 袖ヶ浦

小林 謙次郎 川越 鈴木 健明 江戸崎 森山 茂雄 横浜 相良 清 中山

22 +7 79 桜井 惇 烏山城 鈴木 重孝 霞ヶ関 義沢 伸良 大相模 村上 鐡夫 府中

萩原 茂 赤城国際 黒岩 一紘 府中

28 +8 80 浅野 隆司 龍ヶ崎 池田 正和 横浜 原 貢 相模原 足立 今朝六 総武

平澤 角治 メイプルポイント 飯塚 賢治 府中 草木 芳雄 相模湖 中田 次郎 横浜

36 +9 81 田村 道明 高根 佐藤 清 嵐山 上田 八尋 千葉夷隅 内野 和夫 八王子

勝本 正明 磯子 伊藤 勲 八王子

42 +10 82 植田 治司 川越 安原 春夫 龍ヶ崎

金田 春植 穂高 中馬 正伸 大相模

46 +11 83 山田 享弘 武蔵 小菅 豊太郎 日高 中元 繁男 ダイヤグリーン 金光 幹彬 小川

高松 勝 日高

51 +12 84 中西 宏行 千葉国際 斉藤 武夫 メイプルポイント 高橋 佑吉 東松山 中村 哲造 龍ヶ崎

55 +13 85 長尾 忠隆 箱根 塩田 正 立川国際 赤尾 義隆 埼玉 村上 美喜雄 立川国際

59 +14 86 中川 彊 清川 齋藤 公男 霞ヶ関 田代 雄久 湯河原 大西 敏行 大相模

63 +15 87 重宗 信正 霞ヶ関 川嶋 玉三 寄居 三澤 定夫 湯河原

66 +16 88 多田 保男 利根 谷中 正男 水戸 岡村 光治 那須小川

69 +17 89 松本 乙彦 日高

70 +18 90 八木 高男 大相模

+19 91

71 +20 92 合田 忠司 湯河原

+21 93

+22 94

+23 95

+24 96

+25 97

72 +26 98 小笠 憲男 ダイヤグリーン

棄権 上野 進 高根

欠場 木村 一三 船橋 川井 忍 芙蓉 相馬 久男 袖ヶ浦

平成16年9月13日

以上予選通過


