
平成21年度 関東ゴルフ連盟6月月例競技
組合わせおよびスタート時間表 於:小金井カントリー倶楽部

参加者数　102名(男子 74名　女子 28名)

１番よりスタート １０番よりスタート
組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属

○ 進藤 美恵子 筑波 ○ 斎藤 太津規 扶桑 ○ 松山 奈津江 鹿沼72 ○ 河内 喜文 水戸

前田 千尋 越生 風間 智行 小田原･松田 尾崎 美保 岡部チサン 渡部 美和 ザ･鹿野山

海老原 笑子 真名 高村 保 姉ヶ崎 小坂 順子 千葉 永野 雄亮 かずさ

小田倉 富士子 芳賀 秋山 定俊 相模原 金子 弥生 相模原 中里 光之介 ロイヤルスター

○ 沓沢 良子 江戸崎 ○ 小原 淳 セントラル ○ 南雲 真理 箱根 ○ 志水 政則 房総

本宮 あゆみ ニッソー 進藤 祥史 扶桑 上野 真紀 紫塚 中野 正義 富士笠間

角田 里子 紫塚 加藤 昭 チェックメイト 高橋 寿子 皐月･鹿沼 堀内 健 千葉国際

田中 真弓 成田東 東 幸司 東京よみうり 野尻 ゆかり セゴビア 青木 龍一 東名

○ 落合 麻紀 箱根 ○ 伊山 祐介 セベ・バレステロス ○ 露木 直子 東名厚木 ○ 川崎 邦朗 江戸崎

宮崎 優子 小田原･松田 飯塚 裕一 藤岡 平田 悦子 カレドニアン 中田 辰悟 大利根

五十嵐 洋子 藤岡 吉川 正憲 熊谷 川口 文郁恵 秦野 屋代 亮 鹿沼

伊藤 結花 ザ・レイクス 松田 永基 清川 今井 信子 袖ヶ浦 竹原 洋行 東名

○ 田中 博子 ツインレイクス ○ 千野 英樹 中山 ○ 佐治 孝彦 ザ・レイクス ○ 勝又 正浩 東京

進藤 久留美 千葉国際 今野 宗雄 皐月･鹿沼 上江田 航 佐原 大野 達朗 富士小山

清水 かおり 東名厚木 小平 智 鷹 庄司 由 秦野 細渕 守 小川

佐久間 美樹 ザ・レイクス 舘 英樹 富士笠間 勝田 兵吉 箱根

○ 千年原 一仁 京 ○ 生居 慎司 日本海 ○ 関澤 誠 ツインレイクス ○ 眞崎 敏寛 南総

長井 淳平 中央学院大 白石 哲也 相模原 中村 憲司 水戸 内藤 慶 東千葉

森田 聡史 ＧＭＧ八王子 神 羊二 ノーザン錦ヶ原 齊藤 陸 東京湾 斉藤 清裕 東名

日暮 俊明 扶桑 八尋 天聖 皐月･佐野 功刀 昭彦 甲斐駒

○ 奥村 康徳 千葉 ○ 小野塚 司 十日町 ○ 金 浩延 宇都宮 ○ 佐藤 豊 あさひヶ丘

阿部 勝彦 嵐山 長船 佑紀 新千葉 大久保 紳一郎 岡部チサン 鮫島 康孝 箱根

澤田 信弘 東京五日市 原田 武秀 大利根 榎本 剛之 袖ヶ浦 鈴木 克彦 ザ・レイクス

早乙女 剛史 皐月･佐野 大塚 智之 川越 米澤 龍太郎 大利根 田中 聖也 小田原･松田

○ 染谷 健市 扶桑 ○ 毛利 史郎 茨城

竹石 要佑 筑波 宮本 清 小川

吉田 文雄 東松山 服部 滋多 白帆

豊島 豊 東千葉 梅木 信吾 姉ヶ崎

※○印の選手はプレー進行の責任者とする。
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