
平成21年度　関東シニアゴルフ選手権第2ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:南摩城カントリークラブ　東・西コース

参加者数　101名
１番(東コース)よりスタート １０番(西コース)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

坂田 一郎 宇都宮 井上 勇 栃木 大場 宣明 新・ユーアイ 若菜 孝夫 日光

清水 重夫 茨城 大久保 蕃 桜ヶ丘 今井 和弘 日光 佐藤 敏夫 伊豆にらやま

阿武 高志 相模野 池田 健次 龍ヶ崎 江原 義夫 鷹 佐久間 紀明 あさひヶ丘

北村 薫 あさひヶ丘 澤井 均 東千葉

奥澤 國男 龍ヶ崎 中村 源治 鷹 竹山 弘 赤羽 野々下 稔 栃木

須長 順一 柏崎黒姫 戸祭 康夫 芳賀 深澤 潔 セゴビア 田葉 正信 龍ヶ崎

武田 弘 千葉廣済堂 寺尾 一男 鴻巣 平野 洋一 大厚木 上原 廣二 嵐山

金 正出 ダイヤグリーン 白川 義則 筑波 白川 永鎮 千葉桜の里

金井 文和 霞台 野沢 元 富士チサン 江良 敏 サンヒルズ 荒井 眞一 筑波

永嶋 清馬 筑波 河村 友正 龍ヶ崎 関根 守夫 鷹之台 明下 雅美 栃木ヶ丘

越川 千秋 新宇都宮 佐々木 啓一郎 サンヒルズ 麦倉 伊望 唐沢 竹原 政男 嵐山

石塚 博司 唐沢 土屋 博義 我孫子 高橋 功 緑野 堀口 守 皐月･鹿沼

田中 良治 あさひヶ丘 岸 俊光 浦和 阿部 秀夫 鴻巣 柴田 大宜 唐沢

高山 薫 嵐山 青木 政雄 東京湾 篠原 明 鹿沼 小美野 英二 大平台

中村 智春 赤羽 廣田 次雄 鹿沼 大石 実 杉ノ郷 今井 一男 鴻巣

黒山 逸男 皐月･鹿沼 山田 宗義 筑波 錦織 啓市 栃木ヶ丘 石塚 喜貞 我孫子

方山 秀哲 相模原 石井 幹 千葉桜の里 若林 新平 日光 生形 雅美 あさひヶ丘

小杉 賢一 皐月･鹿沼 益田 一利 戸塚 藤原 正己 唐沢 井伊 達朗 新・ユーアイ

間部 敏夫 茨城 斉藤 征修 南摩城 関口 幸雄 芳賀 木村 秀政 鹿沼

伊藤 文敏 南摩城 山川 忠男 ルーデンス 薄井 滋 我孫子 加賀 章 セゴビア

矢野 塚春 鹿沼 鈴木 文俊 栃木ヶ丘

小澤 達 東京湾 斉藤 裕一 鹿沼

金田 昌富 筑波 三橋 和彦 サンヒルズ

安孫子 郁夫 南摩城 入江 芳史 セゴビア

前島 末男 赤羽 相田 喜久夫 芳賀

中井 教尋 富士チサン 細井 遠保 赤羽

角田 幸一郎 皐月･鹿沼 小山 敏男 青梅

戸田 光太郎 我孫子 室町 明 鴻巣

鶴町 和久 習志野 本澤 顯一 栃木ヶ丘

虎井 幸一 南摩城 細沼 和秋 大平台

尾関 達昭 鴻巣 芦澤 達雄 オーク・ヒルズ

新津 淳 日光 片倉 正博 杉ノ郷

競技委員長　　船　越　茂　人

平成21年7月10日（金）
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