
平成16年度　関東ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技
最終日

於： 大熱海国際ゴルフクラブ・大仁コース

順位 -/+ スコア 氏　名

1 +6 150 川口 三夫 小田原･松田

2 +7 151 中野 貞宜 総武 中村 清 水戸

+8 152

4 +9 153 岡田 光正 嵐山

5 +10 154 菅沢 多仁夫富士御殿場

6 +11 155 大村 静 リバー富士

7 +12 156 中野 弘治 相模 小町 章 青梅 安藤 正義 南摩城

10 +13 157 高橋 久雄 東松山 鈴木 勝永 大相模 上條 忠治 オリムピック 斉藤 征修 南摩城

鈴木 正治 府中

15 +14 158 大山 四郎 新千葉 高橋 正敏 入間 二階堂勘二 大熱海国際

18 +15 159 佐々木喜堂 大熱海国際 稲葉 英治 東千葉

20 +16 160 原 貢 相模原 伊藤 勲 八王子 角南 道弘 中山

23 +17 161 高橋 功 習志野

以上、日本ミッドシニアゴルフ選手権出場有資格選手

　 藤田 年男 湘南シーサイド

25 +18 162 平塚 善策 湯河原 勝俣 忠義 富士 加藤 明 新千葉

28 +19 163 塩崎 千晃 姉ヶ崎 佐藤 満男 多摩 岡 時雄 浦和 森山 茂雄 横浜

黒岩 一紘 府中 田辺 庄司 麻生 梅澤 吉 群馬 木村 敏之 嵐山

36 +20 164 関本 照文 朝霧ジャンボリー 宮里 佑交 寄居 山中 義衛 浦和 北口 吉明 埼玉国際

小川 光生 川越 菅 克久 清川

42 +21 165 小林 智 長瀞 鈴木 陸郎 筑波 松岡 和歳 東京よみうり

45 +22 166 原田 純一 大宮国際 寺嶋 順仁 セベ・バレステロス 山本 法光 ＧＭＧ八王子

48 +23 167 塚田 俊久 大利根 西澤 三好 富士小山 小山 敏男 青梅

51 +24 168 草木 芳雄 相模湖 酒井 佐之 取手国際 加倉井満郎 新水戸 佐藤 勝利 東千葉

萩原 茂 赤城国際

56 +25 169 笈川 茂一 大秦野 近藤 長久 寄居 小山 修 入間 本間 晴芳 大秦野

高橋 孝一 大利根

61 +26 170 近藤 幸造 鷹 村上 鐡夫 府中 矢野 隆男 富士小山 山崎 長雄 嵐山

西沢 五郎 スプリングフィルズ 市川 二郎 大相模 植田 春夫 水戸

68 +27 171 長野 開二 相模野 中沢 勝視 東名厚木 山田 忍 嵐山 義沢 伸良 大相模

大村 豊 富士箱根 内野 和夫 八王子 小林 謙次郎川越 小澤 博 習志野

76 +28 172 石川 一二 東名 木村 健一 習志野 三橋 陞 那珂 平野 元一 廣済堂埼玉

80 +29 173 大屋 洋佑 船橋 谷 正幸 立川国際 藤岡 五郎 高根 勝本 正明 磯子

平澤 角治 メイプルポイント 水越 要 日光 井上 忠亘 相模原 大久保幸次 日高

88 +30 174 金賀 敏行 相模野 中村 友宏 高坂 沼田 素舟 カレドニアン

91 +31 175 福田 勇 岡部チサン 中田 次郎 横浜

93 +32 176 太田 英二 桜ヶ丘 佐野 勝勇 富士御殿場 新井 康雄 大平台

96 +33 177 平島 昭久 かずさ

97 +34 178 古庄 武信 東京五日市 綱島 公正 麻生

99 +35 179 佐藤 清 嵐山

100 +36 180 磯谷 三好 袖ヶ浦

101 +37 181 浅野 隆司 龍ヶ崎

+38 182

102 +39 183 田村 道明 高根

+40 184

103 +41 185 藤田 孝 大平台 上田 八尋 千葉夷隅

+42 186

105 +43 187 神戸 明治 袖ヶ浦

+44 188

+45 189

+46 190

106 +47 191 植田 治司 川越

棄権 今村 佳嗣 千葉 稲田 一男 スプリングフィルズ 大林 仁 総武 小林 正義 東京五日市

安原 春夫 龍ヶ崎 鈴木 重孝 霞ヶ関 大野 光雄 大相模 塩澤 正明 かずさ

足立 今朝六総武 相良 清 中山 菊地 泰司 戸塚 鈴木 軍治 袖ヶ浦

欠場 白石 亮 高坂 飯塚 賢治 府中 加藤 賢 藤岡 平野 次男 嵐山

金子 宗平 伊香保国際 池田 正和 横浜 鈴木 健明 江戸崎 亀田 秀夫 日高

武野内七郎 栗橋國際 横川 尚三 唐沢 桜井 惇 烏山城 堀 好晴 中山

中村 巖 武蔵 田代 誠 ザ・レイクス 山岡 良次 嵐山 山本 利次 真名

桧垣 仁一 白鳳

※ 10位タイの鈴木正治選手は日本グランドシニアの有資格者でもあり日本ミッドシニアと同日開催のため、日本ミッドシニアは辞退されました。
その結果161ストローク23位タイの高橋功選手が繰り上げで有資格者となりました。

平成16年10月13日


