
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:宍戸ヒルズカントリークラブ　東コース

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

奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 鈴木 保夫 ニュー・セントアンドリュース 中村 憲司 水戸 進藤 久夫 筑波

稲田 裕一 京 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 今井 正岳 霞台 高花 翔太 鹿沼

嶋野 大地 城里 齋藤 正作 富里 神尾 知宣 宍戸ヒルズ 横須賀 雄一 東名

永田 昭二 ノースショア 中野 正義 富士笠間 冨田 久三 茨城パシフィック 高橋 陸 城里

宮田 信一 水戸 柳川 隆則 レインボーヒルズ 山野 貴之 富里 富田 雅之 セントラル

中野 聡 藤ヶ谷 友水 基幸 水戸 斉藤 芳成 常陽 日暮 浩之 藤ヶ谷

吉田 義美 セゴビア 和田 照弘 ファイブエイト 高橋 和博 宍戸ヒルズ 高橋 修 宍戸ヒルズ

山形 洋一 宍戸ヒルズ 蕪木 登 ザ・レイクス 山本 哲也 習志野 小泉 匡稔 高萩

正野 有道 小田原･松田 皆川 嗣朗 富士笠間 岩井 正一 習志野 松尾 勝人 鎌ヶ谷

市川 義勝 茨城ロイヤル 山崎 一雄 桜 早水 省吾 アスレチック 山本 大樹 東名

田中 豪 宍戸ヒルズ 関根 保彦 鷹之台 宇田川 聡士 成田東 松下 龍之介 城里

竹内 輝樹 秋山 長谷川 義晴 鎌ヶ谷 高野 秀治 鳩山 木名瀬 和重 水戸

増子 秀典 茨城ロイヤル 田渕 土志夫 カレドニアン 平塚 篤 サニーフィールド 原 優之介 ザ・レイクス

中山 茂樹 岩瀬桜川 木村 利治 水戸グリーン 吉村 明恭 霞南 渡辺 秀男 総武

塙 祐一郎 白帆 石川 定男 セベ・バレステロス 宝利 淳 セントラル 山下 勝紀 扶桑

河辺 純雄 鎌ヶ谷 大塚 洋二 姉ヶ崎 野田 早人 大日向 小島 英次 浅見

吉本 壽宏 南摩城 米本 貴昭 白帆 小鳥 英樹 大利根 森田 正浩 日立

山名 英統 城里 福山 憲一 習志野 半谷 喜夫 マナ 小松崎 卓 マナ

斉藤 隆夫 東松山 森田 聡史 ＧＭＧ八王子 滝 雅志 城里 大堀 直紀 城里

加藤 達也 霞台 上條 英二 秋山 金沢 剛純 オーク・ヒルズ 萩原 則之 東千葉

石井 勉 セベ・バレステロス 深沢 勝彦 船橋 岩井 正夫 マナ 互井 透 宍戸ヒルズ

佐藤 太平 城里 鈴木 栄一 南摩城 池田 正志 オーク・ヒルズ 東 稔哉 成田GC

生形 幸政 玉造 黒澤 健一 阿見 日暮 俊明 扶桑 霜田 邦明 那須黒羽

奥延 通康 成田GC 染野 光弘 マナ 吉田 謄人 セゴビア 安富 秀樹 総武

村上 恭之 鹿島の杜 芹沢 陽二郎 東筑波 近藤 雅大 霞南 長船 祐紀 新千葉

熊谷 淳 水戸グリーン 岸 清寿 水戸 弘田 隆一 宍戸ヒルズ 竹安 俊也 城里

坂田 一郎 宇都宮 出口 誠 セベ・バレステロス 田中 源 城里 宮内 幹穂 レインボーヒルズ

崎田 陽向 セントラル 渡 明弘 カレドニアン 高橋 薫 東筑波 弘光 利之 加茂

柳橋 一之 扶桑 軍司 悦弘 高萩 大久保 政行 ザ・レイクス 太田 智喜 マナ

小林 雅美 阿見 松下 宗嗣 セベ・バレステロス 染谷 健市 扶桑 小見山 和也 カレドニアン

伊藤 佳正 ルーデンス 矢吹 龍一 水戸グリーン 小島 和浩 戸塚 箭内 昇 セゴビア

池田 憲治 境川 堀江 隆 カバヤ 山田 英憲 ニッソー 廣木 孝之 ルーデンス

絵野 剛吏 東千葉 久田 謙 東京五日市 土田 悠輔 城里 高橋 秀和 佐原

高濱 朋弘 宍戸ヒルズ 石原 慎也 駒澤大 山本 二朗 オーク・ヒルズ 後藤 浩 セベ・バレステロス

大井 勇輝 船橋 中野 哲 藤ヶ谷 春田 賢三 宍戸ヒルズ 永井 耕一 レインボーヒルズ

溝井 献也 扶桑 村越 勝 霞台 椎野 俊朗 サニーフィールド 木崎 亮太 白帆

競技委員長　豊　泉　幸　夫
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平成21年5月14日（木）
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