
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:龍ヶ崎カントリー倶楽部

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

岡田 秀幸 鷹之台 小寺 聡 習志野 高安 信行 大洗 中澤 獎太 早稲田大

中嶋 政則 セベ・バレステロス 斎藤 慎太郎 セゴビア 高橋 勲 茨城 衣笠 洋司 カレドニアン

鈴木 正一郎 成田東 中川 利一 大利根 町田 信征 江戸崎 佐藤 瑞之 月

湯脇 克己 千葉国際 岡崎 公聡 東千葉 徳永 一充 龍ヶ崎 梯 輝大 龍ヶ崎

服部 昇平 土浦 久保 真一郎 浜野 瀬戸 信昭 鷹之台 荒谷 勝俊 千葉夷隅

大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 橋本 天山 源氏山 渡辺 誠 富士笠間 堀内 健 千葉国際

磯岡 真吾 烏山城 太山 哲成 東千葉 粉川 直孝 千葉 大須賀 和博 千葉

小坂 徳郎 江戸崎 松丸 佳孝 成田東 斉藤 清裕 東名 金田 昌富 筑波

保田 和貴 マナ 矢田 弘 龍ヶ崎 飯岡 勝利 ロイヤルスター 萩森 一郎 龍ヶ崎

平田 利夫 千葉国際 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 宮本 雄司 龍ヶ崎 杉田 晃浩 玉造

芝田 進弘 カレドニアン 増永 慧 駒澤大 萩原 伸宜 千葉 有馬 昌宏 千葉国際

姥貝 丈司 潮来 板垣 道也 伊香保国際 伊東 靖記 慶應義塾大 波多野 直樹 東千葉

志村 幹夫 大洗 西田 利一 府中 本山 年夫 藤ヶ谷 関井 俊明 千成

山岸 邦幸 鷹之台 室野 歩 東千葉 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 山崎 誠 千葉夷隅

溝端 隆一 千葉 青木 慶太 習志野 西村 國彦 袖ヶ浦 川崎 邦朗 江戸崎

小林 克也 上田丸子グランヴィリオ 西野 英三 鷹彦スリー 萩生田 政由 府中 今野 宗雄 皐月･鹿沼

平方 彰 伊香保国際 平子 尚丈 大相模 小野瀬 弘記 龍ヶ崎 新井 匠 秋山

秋山 定俊 相模原 本多 秀二 浦和 小川 陽一 扶桑 定山 清 セベ・バレステロス

眞崎 敏寛 南総 小林 隆寿 ホワイトバーチ 小林 孝裕 千葉 原田 安浩 ノースショア

佐藤 大悟 霞南 蛯原 英光 江戸崎 齊藤 陸 関東ジュニア 金村 利光 岡部チサン

高山 薫 嵐山 兼坂 慶三 府中 町田 貴敏 皆川城 山崎 俊彦 鷹之台

佐山 成男 江戸崎 鈴木 明 土浦 高橋 一君博 ホワイトバーチ 金田 幸一郎 船橋

伊藤 幸信 入間 渡邊 悠太 ニッソー 海老原 克守 ニッソー 塚本 剛 水戸

細野 博隆 皆川城 飯田 祐一郎 中央学院大 昼間 隆之 千葉 石原 紀一 成田東

武田 和大 ツインレイクス 長山 寿也 千葉国際 不二原 正治 ロイヤルスター 山田 忠明 皐月･佐野

石井 靖人 ブリック＆ウッド 相馬 聡夫 茨城 宍戸 重一 ゴールデンレイクス 松本 真輔 富里

右近 茂 ゴールド越後湯沢 奥土居 淳 猿島 瀬口 直嗣 カレドニアン 河田 昴大 東京大

竹村 俊彦 龍ヶ崎 松野 眞三 府中 佐藤 豊 あさひヶ丘 石井 秀昌 中央学院大

関根 益隆 東京 皆藤 慎太郎 富里 木村 裕治 水戸グリーン 井上 亨 龍ヶ崎

奥澤 國男 龍ヶ崎 山本 五郎 土浦 増田 隆司 入間 小田 憲一郎 ザ・レイクス

水上 龍樹 南富士 増子 敬 白帆 服部 大輔 土浦 矢高 翔 霞南

関口 洋一 大厚木 猿山 隆二 カレドニアン 橋本 邦夫 茨城 白岩 貞司 湘南シーサイド

横川 竜希 東名 東 秀明 ロイヤルスター 加藤 浩之 千葉夷隅 門田 実 新千葉

関 秀勝 玉造 上重 修 東千葉 石塚 将年 フレンドシップ 浅田 耕一 日高

笠原 正光 入間 荒井 眞一 筑波 下吉 賢 中央学院大 豊田 茂文 千葉国際

狩野 洋行 桜 海老原 秀聡 セブンレイクス 山崎 大輔 鶴 柿沼 博司 皐月･鹿沼

競技委員長　鈴　木　昭　満
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