
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:鴻巣カントリークラブ

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

吉田 文雄 東松山 小川 浩司 埼玉 服部 誠 静ヒルズ 星野 一 甲斐駒

伊之沢 洋志 甲斐駒 大熊 章夫 都賀 丸山 晋一郎 葉山国際 大西 慧斗 御殿場

平岡 秀剛 寄居 桑山 敦志 美里 木下 幸一 霞ヶ関 丹羽 基広 小金井

生澤 良太 鳩山 小泉 和章 都留 鈴木 亮太 川越 八木 秀夫 立科

平井 裕晃 高坂 八木沢 浩一 鹿沼 川越 一久 東ノ宮 寺村 義美 スプリングフィルズ

小袋 秀人 パ協 遠藤 仁史 成田東 石井 康広 川越 岡 時彦 浦和

金井 篤司 玉川 成田 正樹 嵐山 篠 慶弥 飯能 角田 智之 越生

高島 吉堂 スプリングフィルズ 石井 幹 千葉桜の里 中村 哲也 越生 大久保 慎也 さいたま梨花

上田 啓輔 太平洋・佐野ヒルクレスト 新海 雅之 岡部チサン 飛田 博也 富士チサン 若林 彰 南富士

木村 哲也 千葉 石山 博明 姉ヶ崎 納富 一揮 千葉桜の里 鈴木 邦康 法政大

伊藤 俊行 富士チサン 長井 淳平 中央学院大 桑田 達也 猿島 嶋田 茂 鷹

堀江 知史 緑野 設楽 守廣 赤城国際 吉田 智雄 石坂 宮坂 和秀 津久井湖

小川 恭伸 南総 國近 和寿 千葉桜の里 広田 文雄 長野 高橋 薫 高坂

永田 剛士 菊川 石田 竜元 高根 松本 晴男 皐月･佐野 阿部 秀夫 鴻巣

直井 利充 鴻巣 今井 和弘 日光 岡田 光史 嵐山 佐藤 喜三夫 平川

高橋 敏彦 東名厚木 新海 和樹 富士チサン 金沢 剛喜 オーク・ヒルズ 土屋 健次 武蔵

阿部 智征 皐月･鹿沼 田中 俊行 こだま神川 岡本 正幸 東松苑 野妻 秋美 鹿沼

清 純也 富士チサン 石上 誠 富士チサン 渡辺 昭男 富士チサン 中島 正春 皐月･佐野

水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト 市井 太一 石坂 赤石 怜 東千葉 秋葉 光弘 入間

安部 景一 川越 中嶋 一成 レイク相模 吉田 拓也 チャーミング関越 高畑 友希 静岡県アマ

小谷野 希市 飯能 功刀 昭彦 甲斐駒 岸 伸一郎 千葉 新井 大輝 水戸レイクス

矢島 茂 春日居 奥田 良太郎 飯能 川西 玲 猿島 桜井 真澄 武蔵松山

酒井 勇輝 扶桑 山本 三千夫 富士チサン 高橋 隆人 梅ノ郷 谷 豪 ユニオンエース

毛利 史郎 茨城 奥沢 茂 クリスタル 竹内 千広 鴻巣 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト

新井 利幸 廣済堂埼玉 小島 亘 川越 繁田 勝 鴻巣 籠手田 安朗 大厚木

竹内 貴広 富士宮 坪井 浩之 レーサム 三原 直樹 寄居 福富 祥倫 クリスタル

小林 一三 リバー富士 手塚 辰弥 法政大 鈴木 雅弘 ニッソー 内田 裕 美里

根本 博一 紫塚 八尋 天聖 皐月･佐野 西野 伸幸 森林公園 高橋 雅也 川越

鈴木 東一 京 宮田 広人 皆川城 林 瑞祥 嵐山 齋藤 充 小川

大野 達朗 富士小山 池田 健次 龍ヶ崎 原 大輔 ゴールデンレイクス 池田 陽介 武蔵

竹内 正之 川越 上原 一憲 石坂 福原 翔太 山田 中田 辰悟 大利根

中村 英一 桜 向山 和徳 鳩山 小川 文平 サンヒルズ 武富 聡範 美里

竹内 正己 川越 阿部 匡伺 大新潟・三条 金森 祐介 富士チサン 坂本 伸二 越生

小保方 徹 クリスタル 花田 直樹 ツインレイクス 林 和彦 ユニオンエース 寺崎 孝浩 東千葉

神 羊二 ノーザン錦ヶ原 五十嵐 東賢 法政大 松居 大輔 甘楽 佐藤 力 美里

梁瀬 正晴 鳩山 佐藤 秀樹 美里 小林 祐治 東京 林 一夫 川越

競技委員長　田　中　克　幸

平成21年5月8日（金）
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