
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第9ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:箱根カントリー倶楽部

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

加藤 至康 富士宮 榎本 和彦 新千葉 嶋田 憲人 青梅 岡本 好祚 葉山国際

川原 修 富士箱根 義澤 彰 大相模 鈴木 優也 津久井湖 中原 正人 大相模

新井 正 ブリック＆ウッド 鹿島 康裕 相模原 成田 朋正 豊岡国際 杉山 賢治 本厚木

柳澤 達哉 戸塚 高橋 茂樹 大厚木 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 中跡 朝臣 富士宮

稲川 大次郎 メイプルポイント 大谷 裕一郎 小田原湯本 石井 保行 清川 生 和男 津久井湖

酒井 昌伸 東京湾 庄司 由 秦野 青木 龍一 東名 吉田 章 戸塚

扇 徳男 富士箱根 倉橋 誠二 豊岡国際 小林 捷 伊豆にらやま 安藤 澄周 東京湾

森 光弘 葉山国際 小林 信三 ＧＭＧ八王子 水田 文生 ブリック＆ウッド 大用 尚由 高麗川

加来 成浩 セゴビア 関澤 誠 ツインレイクス 小林 賢司 飯能グリーン 平本 達哉 相模原

竹花 英文 青梅 武藤 永男 相模原 平尾 大吾 習志野 小菅 憲太郎 箱根

神農 洋平 中央大 川渕 秀徳 房総 中澤 貞利 ツインレイクス 小野寺 智夫 南総

高橋 喜之 大相模 野口 道男 ブリック＆ウッド 鮫島 康孝 箱根 反町 希一 レーサム

森永 正隆 鷹之台 中村 先正 富士箱根 信岡 史将 富里 菊地 耕二 嵐山

高良 哲郎 大利根 青木 剛 豊岡国際 塩澤 錠司 富士宮 田中 耕介 カレドニアン

加藤 隆之 成田東 柴田 泰三 富士 峯澤 克之 メイプルポイント 元木 努 多摩

後藤 聡 小田原湯本 伊谷 健 東千葉 高村 和央 富士箱根 関 晴樹 大相模

伊藤 誠道 関東ジュニア 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 日比生 泰宏 相模原 鶴岡 卓 富士箱根

山口 勝広 津久井湖 青木 一夫 津久井湖 渡邊 康博 武蔵 柴田 良三 紫

大部 一成 東筑波 吉田 裕明 嵐山 仁地 隆雄 豊岡国際 平本 文明 相模原

磯崎 太作 成田ハイツリー 安田 太志 中央大 向後 実洋 東名厚木 平出 馨大 専修大

久富 隆生 多摩 阿部 裕樹 バークレイ 中村 彰宏 横浜 窪田 一樹 スプリングフィルズ

松村 滋基 ファイブエイト 村上 拓也 セゴビア 井上 昌樹 立科 山田 敏紀 箱根

金井 修一 大相模 林 融 豊岡国際 鈴木 修 富士 永田 有広 オーク・ヒルズ

林 泰宏 武蔵 池田 一樹 成田ハイツリー 山口 現朗 武蔵 佐藤 充利 成田ハイツリー

松本 武夫 成田GC 曽根 大介 豊岡国際 濱田 正行 清川 光山 富夫 横浜

川崎 純 南総 三並 恒功 メイプルポイント 村田 直樹 中央大 山口 滝太 武蔵

高橋 隼人 富士箱根 瀬戸 千尋 伊勢原 細川 武 富士箱根 畑野 匡利 相模原

中里 匡良 清川 高村 保 姉ヶ崎 金子 光規 レインボー 片山 大弐郎 慶應義塾大

豊田 英伸 富士宮 關橋 光一 飯能グリーン 後藤 敏彦 大相模 内野 秀紀 オーク・ヒルズ

安藤 秀二 カレドニアン 大橋 祐樹 メイプルポイント 大橋 研二 豊岡国際 秋元 嘉夫 レインボー

成塚 義治 嵐山 永井 英輔 東京国際 早川 守 セゴビア 長浜 浄 相模野

丹野 富壽 伊豆にらやま 渡辺 寛 小川 三上 諒 日本大 村越 元彰 宍戸ヒルズ

早川 友己 メイプルポイント 村上 雄太 南総 千野 英樹 中山 松原 伸夫 京

野中 直広 豊岡国際 秋山 大 富士 下村 忠 伊豆にらやま 木下 隆 飯能グリーン

八木 伸二 東千葉 中山 博義 大相模 都元 陽介 秦野 黒石 雄二 専修大

安藤 敬一郎 大栄 西部 純一 東京五日市 高橋 大雄 富士箱根 蓮実 伸彰 武蔵

競技委員長　矢　野　隆　男
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