
平成21年度　関東シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:森永高滝カントリー倶楽部

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

成田 協弘 姉ヶ崎 丸 善治 千葉夷隅 前田 金十郎 千葉廣済堂 吉野 健治 中山

藤嶋 義胤 カバヤ 中島 有二 成田東 風間 正治 府中 今井 喜平 相模原

岸川 良己 ロイヤルスター 松山 康明 桜 水野 茂 房総 石田 俊一 房総

近藤 次郎 成田東 橋本 邦夫 茨城 下田 彰 市原京急 永田 俊浪 千葉新日本

石塚 大祐 ロイヤルスター 小室 保治 秦野 萩森 一郎 龍ヶ崎 鈴木 久男 東京湾

岡安 敏行 房総 田中 満 成田東 添野 好男 鶴舞 松元 正秀 エンゼル

松本 滋彦 レインボー 堀部 和正 千葉夷隅 曽根 博 習志野 齋藤 博活 万木城

西村 國彦 袖ヶ浦 阪田 哲男 袖ヶ浦 澤田 英樹 成田東 佐藤 和美 鎌ヶ谷

永井 四郎 レインボーヒルズ 鶴岡 卓 富士箱根 石井 孝一 千葉夷隅 星原 昌廣 相模野

布施 敬三 袖ヶ浦 浅井 一夫 新千葉 西田 利一 府中 内藤 重徳 千葉夷隅

土屋 貞雄 新千葉 石原 紀一 成田東 島路 清惠 横浜 晴山 康夫 加茂

川原 和哉 府中 青木 克浩 東京湾 宮内 幹穂 レインボーヒルズ 西郡 憲治 浜野

田中 三男 佐原 松野 眞三 府中 南郷 茂伸 横浜 澁谷 重氏 新千葉

阿部 逸朗 鶴舞 加藤 清司 千葉夷隅 松森 実 かずさ 木本 紀嗣 姉ヶ崎

日吉 健二 東京湾 大塚 泰一郎 成田GC 小川 仁司 京葉 川合 憲一 千葉国際

白井 正衛 新千葉 冨士原 聖 かずさ 和田 泰治 房総 小出 静男 千葉廣済堂

梅沢 秀明 京葉 絵鳩 春雄 佐原 小野瀬 宗克 富里 加瀬 健一郎 レインボーヒルズ

原 繼雄 横浜 中島 廣行 秦野 福本 俊 千葉国際 小川 敬之 千葉桜の里

冨田 昇 房総 三門 杲 習志野 高橋 政彦 ロイヤルスター 斉藤 昇 源氏山

佐瀬 敏夫 新千葉 中村 彰宏 横浜 森 文徳 真名 川島 謙扶 新千葉

笠川 喜久男 鷹之台 中島 仁三 成田東 村田 達勇 オーク・ヒルズ 片山 正八 中山

平山 格 成田ハイツリー 大数加 祥平 浜野 金井 勝 佐原 磯野 芳 加茂

佐久間 義雄 姉ヶ崎 竹中 悟 南総 井上 義隆 レインボー 森 英明 ロイヤルスター

川崎 豊 千葉夷隅 鵜澤 和 成田ハイツリー 水上 富登 府中 河原 伸光 愛鷹

小野田 文夫 鎌ヶ谷 坪井 晴雅 大利根 江澤 儀坦 袖ヶ浦 菅谷 昭雄 成田東

鈴木 伴昭 戸塚 白井 信明 愛鷹 佐藤 新一 東京湾 田中 和夫 土浦

小針 三千夫 京葉 門間 明 富士 西村 和雄 千葉夷隅 安田 進 千葉新日本

片山 宗臣 ブリック＆ウッド 大武 正 習志野 浜本 潔 カナリヤガーデン 甲斐 利男 大栄

白井 敏夫 総武 安井 勲 成田ハイツリー 森塚 光彦 千葉夷隅 隈元 安雄 レインボーヒルズ

安孫子 久幸 京葉 兼坂 慶三 府中 犬塚 秀博 ブリック＆ウッド 金子 正史 横浜

中原 いおり 凾南 呉山 淳一 袖ヶ浦 関口 茂 長太郎 有川 楽雄 千葉夷隅

木庭 清 カナリヤガーデン 永江 光二郎 京葉 細山 芳郎 京葉 石田 真吾 ＧＭＧ八王子

上野 泉 ブリック＆ウッド 鈴木 正剛 横浜 桐生 峰男 ブリック＆ウッド 木島 侑二 房総

秋谷 泰次 桜 小原 信一 房総 中見 憲政 成田ハイツリー 杉山 和雄 館山

若菜 茂 千葉国際 石毛 招次 成田東 石田 立美 千葉国際 木村 光方 習志野

梶谷 武輝 ロイヤルスター 林 俊安 ロイヤルスター 荒井 孝二 エンゼル 田村 昌三 府中

競技委員長　吉　野　統　治
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