
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:立川国際カントリー倶楽部　奥多摩コース

参加者数　144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

星野 英章 磯子 西 悦男 青梅 小林 慶一 府中 内田 圭信 武蔵野

平林 浩二 都留 岡田 佳也 白鳳 山中 秀一 青梅 堀 将聡 ファイブエイト

出崎 清人 東名 天野 正行 立川国際 横山 佳和 東京よみうり 杉之間 信明 富士小山

馬場 康次 武蔵野 森久保 剛 津久井湖 福田 幸雄 鷹彦スリー 中本 裕基 岡部チサン

伊藤 貴史 相模野 永井 宏 相模野 豊嶋 明雄 都留 杉田 努 ＧＭＧ八王子

井上 太 立川国際 廣木 拓生 ルーデンス 安田 成喜 カレドニアン 上甲 惠雄 青梅

細野 敏彦 武蔵野 星野 慶二朗 東京五日市 荒井 錦哉 立川国際 出浦 功 オリムピック

田中 良博 寄居 田村 巌 東京よみうり 土田 晃成 さいたま梨花 小田切 真一 グリーンバレイ

篠塚 和彦 武蔵野 榊田 剛 青梅 藤沼 良介 こだま神川 新屋敷 剛 武蔵野

小林 正剛 府中 鬼澤 友秀 ツインレイクス 金子 達朗 ゴールド木更津 安藤 英俊 東名

村井 忠行 東京五日市 大瀧 初明 藤岡温泉 小田切 政人 グリーンバレイ 小野 竜彦 オリムピック

木村 直登 ファイブエイト 中山 照朗 都留 林 信行 ユニオンエース 米澤 龍太郎 大利根

清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 鈴木 光夫 望月東急 土屋 巧 大熱海国際 松下 英一 ＧＭＧ八王子

名取 輝高 諏訪湖 和田 博 東京五日市 井口 将志 甲府国際 都 和馬 彩の森

堀越 元久 メイプルポイント 古屋 佳男 立川国際 都 和人 彩の森 長船 正人 東名

新鞍 竜汰 小田原･松田 川鍋 健彦 青梅 師玉 勉 オーク・ヒルズ 伊藤 泰介 立川国際

森口 貴資 秦野 柳 秀煕 立川国際 金光 善大 小幡郷 川原 和哉 府中

野崎 寿之 青梅 比留間 武治 多摩 阿藤 晋一郎 都留 中川 言一 ＧＭＧ八王子

三ツ木 隆之 東京五日市 村井 修一 新千葉 青木 豊 青梅 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス

沖永 耕一 メイプルポイント 長尾 博文 青梅 井上 豪 富士小山 常澄 裕一 新千葉

丹羽 一成 富里 大津 仁利 都留 柿澤 洋治 秋山 川田 充利 白鳳

東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト 榎本 幸和 オリムピック 西田 龍一 東京 水上 富登 府中

岡部 雄二 日高 萩原 篤博 箱根 露木 実 東名厚木 近藤 雅英 相模湖

河村 拓磨 城里 山田 政紀 三島 島村 敏 八王子 安達 光宣 リバー富士

西山 昌彦 筑波 森川 宗介 ＧＭＧ八王子 清水 正一 青梅 井端 和生 大熱海国際

相原 康弘 ロイヤルスター 橋本 貴文 武蔵野 大柳 博也 立川国際 石田 真吾 ＧＭＧ八王子

大場 邦夫 大相模 大神田 巧 河口湖 加藤 文英 岩瀬桜川 橘 秀臣 取手国際

清水 忠行 東名 小林 勝美 武蔵 池田 幸夫 府中 鈴木 淳 伊豆スカイライン

小林 好司 飯能グリーン 杠 貴行 秋山 森崎 豪 津久井湖 塩田 一史 アバイディング

向笠 照夫 大熱海国際 高橋 克己 武蔵野 来住野 忠之 さいたま梨花 小玉 雅 烏山城

近藤 健一 木更津 盛 英夫 三島 渡辺 能邦 武蔵野 飯島 慎平 東京五日市

和田 雅英 東京五日市 蛯名 忠親 チェックメイト 荒井 健人 大宮国際 岩垂 一博 さいたま梨花

奥村 康徳 千葉 青山 喜美男 秦野 佐々木 巧 相模湖 梅澤 武彦 相模原

平山 康則 立川国際 堀井 浩人 相模野 大貫 正美 東名 伊藤 佐一 日高

茅野 弘喜 諏訪湖 延田 政則 飯能グリーン 土田 恭章 藤岡 高橋 昌美 ヴィンテージ

鏑木 道夫 廣済堂埼玉 藤原 康裕 さいたま梨花 中村 潤 立川国際 大久保 太朗 富士箱根

競技委員長　豊　泉　幸　夫
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