
平成21年度　関東シニアゴルフ選手権第1ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:赤城ゴルフ倶楽部

参加者数　137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

福井 清治 湯田上 高橋 道信 白水 梶原 久義 八王子 細川 武 富士箱根

扇 徳男 富士箱根 城所 政美 東名厚木 小澤 孝男 武蔵 中山 茂 秩父国際

長谷川 壽彦 岡部チサン 池田 正志 オーク・ヒルズ 戸高 明人 青梅 田中 清弘 穂高

塩原 重男 セゴビア 森田 志郎 赤城国際

勝家 哲夫 穂高 近藤 長久 寄居 小原 久仁視 穂高 斉藤 新治 伊香保国際

堀口 晴雄 ツインレイクス 藤生 純 赤城 牛ノ濱 純俊 藤岡 金城 正徳 皆川城

今野 宗雄 皐月･鹿沼 小林 正雄 初穂 俵 聖徳 富士箱根 深井 修次 長岡

吉田 章 戸塚 窪田 哲郎 相模湖 大和田 康夫 草津

高野 俊英 小千谷 矢島 秀世 寄居 齋藤 博保 千葉 池田 晃 芦の湖

高橋 識光 鳩山 神山 逸志 戸塚 生居 慎司 日本海 三谷 柳一 皆川城

鈴木 弘之 都賀 義山 鐘立 立川国際 中里 敏宏 東名厚木 白石 直城 東京

田嶋 幸久 秩父国際 木村 延久 赤城 新田 元大 埼玉国際 梁瀬 正晴 鳩山

長谷川 毅 下田城 臼山 重敏 皆川城 小林 信三 ＧＭＧ八王子 冨田 進 岡部チサン

堀内 康宏 穂高 長崎 幸司 エーデルワイス 菊池 宗雄 伊香保 杉山 直樹 赤城

坂本 章二 東松山 野方 義夫 鳩山 榎田 俊雄 赤城国際 森本 喜代治 埼玉国際

遠藤 銀次郎 鹿沼 川端 和憲 小千谷 和田 光司 嵐山 高梨 庄司 富士御殿場

中田 俊雄 ゴールド越後湯沢 中村 喬 東名厚木 早坂 仁 高根 木場田 守 ルーデンス

都丸 靖彦 白水 小林 元 上田丸子グランヴィリオ 三宮 勇雄 柏崎黒姫 小野塚 司 十日町

山口 正壽 レインボー 安本 正寿 草津 植松 進一 真名 湊 雅彦 東名

高山 順三 赤城国際 腰塚 善夫 ユニオンエース 上甲 惠雄 青梅 小菅 滋朗 鳩山

小曽根 和雄 赤城国際 有馬 士郎 高根 山崎 勇 太平洋・佐野ヒルクレスト 金子 欣也 大宮国際

市川 隆夫 江戸崎 武藤 裕 皆川城 杉本 敏文 鹿沼 山本 秋夫 大厚木

一柳 昌利 千葉 野中 直広 豊岡国際 白石 忠信 大平台 川野 博 太平洋・佐野ヒルクレスト

内田 高之 戸塚 川嶋 玉三 寄居 緒方 忠昭 龍ヶ崎 真道 豊 レインボー

宇佐見 則男 高根 犬飼 修三 鳩山 木村 芳雄 埼玉国際 滝沢 孝行 松ヶ峯

呉屋 朝幸 青梅 島村 弘行 皆川城 横村 博 皆川城 高橋 孝和 レインボー

桑原 認 鳩山 川野 和生 袖ヶ浦 牧谷 秀昭 相模原 原 富男 太田双葉

大橋 研一 東京 清水 治雄 クリスタル 亀ケ谷 修 レインボー 永島 和行 初穂

額賀 義朗 船橋 金山 義行 赤城国際 糟谷 治男 我孫子 太田 正孝 東名厚木

伊東 勝久 エーデルワイス 小林 智 長瀞 照井 康平 武蔵 三浦 正則 高坂

川鍋 大二 皆川城 樋口 隆夫 初穂 石黒 真理夫 霞ヶ関 豊田 裕義 川越

村山 隆章 鴻巣 今竹 潔 龍ヶ崎 桜井 真一 高坂 那波 芳比古 藤岡

秋元 嘉夫 レインボー 横川 隆 太平洋・佐野ヒルクレスト 高橋 康雄 富士御殿場

田村 敏明 越後 松井 有史 真名 小嶋 敬一 飯能グリーン

小豆野 修 オリムピック 鳥山 良雄 立川国際 中村 純 東京

細野 博隆 皆川城 荻原 武一 赤城国際 佐藤 省吾 藤岡

競技委員長　小　池　　浩

平成21年7月7日（火）
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