
平成21年度　関東アマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:鶴舞カントリー倶楽部　西コース

参加者数　108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

伊藤 涼太 鷹 長田 潤 三井の森蓼科 上蔀 健一 カレドニアン 永渕 健太 上総富士

町山 義昌 かずさ 樋口 健太郎 新千葉 松山 信彦 セゴビア 宮本 良正 霞南

有川 楽雄 千葉夷隅 牛尾 雄一 東京湾 知久 慎治 長太郎 桑原 一夫 大厚木

大内 剛 万木城 大村 幸市 カレドニアン 日置 智己 習志野 河端 誠 習志野

添野 好男 鶴舞 原 龍一 万木城 小林 正尚 レインボー 小林 曜 中央学院大

水上 晃一 袖ヶ浦 阿部 和生 ホロン 鈴木 明 都 宮下 宜嗣 木更津

佐久間 淳 千葉夷隅 佐藤 義則 鷹之台 武井 淳 八幡 緑川 貴 レインボー

渡部 美和 ザ･鹿野山 中村 昌弘 かずさ 服部 啓一郎 千葉夷隅 片野 佑紀 東京五日市

阿部 逸朗 鶴舞 山口 拓也 東名厚木 片山 純一 中央学院大 服部 滋多 白帆

村越 典彰 ザ･鹿野山 高橋 健 セントラル 阪田 哲男 袖ヶ浦 勝俣 和久 オーク・ヒルズ

隈元 安雄 レインボーヒルズ 大関 翔 日本大 岩崎 雅文 中山 岡野 洸平 新千葉

鈴木 淳一 横浜 小西 治幸 総武 小川 直康 セベ・バレステロス 小林 忠明 戸塚

川崎 豊 千葉夷隅 真辺 則光 総武 貝瀬 裕紀 霞南 守屋 玄 平川

篠崎 州央 千葉国際 並木 良充 千葉夷隅 守谷 大輔 南総 大矢木 正一 姉ヶ崎

八木橋 満 ロイヤルスター 稲川 好繁 裾野 永渕 圭祐 上総富士 植松 進一 真名

上江田 航 佐原 桐生 峰男 ブリック＆ウッド 亀田 欣吾 総武 小林 元 上田丸子グランヴィリオ

草間 忠博 葉山国際 豊田 弘司 万木城 高橋 美幸 香取 津谷 隆博 カレドニアン

牧野 博文 ザ･鹿野山 若山 健治 千葉国際 中川 博元 ノーザン錦ヶ原 秋月 康司 立野クラシック

勝田 兵吉 箱根 竹本 清 ザ・レイクス 片山 宗臣 ブリック＆ウッド 滝沢 泰三 習志野

額賀 逸朗 船橋 中村 哲史 鷹之台 蛯原 潤 レインボー 釜谷 正宏 富士小山

山田 寛喜 日本大 原 継雄 横浜 額賀 義朗 船橋

田村 一美 千葉夷隅 小川 貴央 新千葉 杉山 稔 総武

桜井 秀剛 平川 鈴木 久男 東京湾 柳澤 信吾 袖ヶ浦

日置 一 習志野 伊藤 政俊 武蔵 冨田 昇 房総

石井 嗣人 総武 細野 正明 相武

山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 権守 範郁 甲府国際

松尾 慎之介 上総富士 大久保 紳一郎 岡部チサン

岡村 善裕 平川 宮島 輝喜 東京

笠川 喜久男 鷹之台 三橋 好文 東千葉

岩崎 裕樹 南総 大川 博史 鶴舞

吹野 耕一 都賀 松本 浩 霞南

石井 孝一 千葉夷隅 佐野 陽彦 万木城

競技委員長　鈴　木　昭　満
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平成21年5月14日（木）
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