
平成21年度(第9回）関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第9ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:東名カントリークラブ　愛鷹･桃園コース

参加者数　126名
１番(愛鷹コース）よりスタート １０番(桃園コース）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

牧野 光洋 境川 高橋 和博 宍戸ヒルズ 越智 大志 霞台 永井 英輔 東京国際

沼田 茂昭 富里 伊藤 政俊 武蔵 原 克宣 小田原･松田 久保田 伸 美浦

福井 浩二 南総 松尾 勝人 鎌ヶ谷 信岡 史将 富里 風間 智行 小田原･松田

新海 和樹 富士チサン 山本 大樹 東名

中跡 朝臣 富士宮 石原 慎吾 富士宮 下村 忠 伊豆にらやま 有泉 靖 東京国際

岡本 好作 葉山国際 森 光弘 葉山国際 小久江 正人 ミオス菊川 赤堀 一典 ホロン

石上 誠 富士チサン 鮫島 康紀 東名 横川 竜希 東名 松浦 竜太 源氏山

薗 保治 富士箱根 亀ケ谷 修 レインボー 河邊 博和 中津川 本山 雄一郎 カレドニアン

林 成彦 富士レイクサイド 武田 和大 ツインレイクス 竹永 和美 南総 後藤 聡 小田原湯本

川原 修 富士箱根 新井田 尚弘 東名 星野 一 甲斐駒 山脇 義晴 愛鷹

阿部 和生 ホロン 安達 光宣 リバー富士 佐藤 文友 セゴビア 山本 秀昌 沼津

松元 正秀 エンゼル 吉田 泉 浜松シーサイド 長谷川 太郎 烏山城 下山 進 東京湾

立石 和彦 寄居 安齊 雅之 秦野 山口 純一 相模原 瀬戸 千尋 伊勢原

濱本 行記 下秋間 小林 宏輔 我孫子 久米田 廣之 富士小山 岩井 誠 修善寺

高田 安和 東名 伊藤 俊行 富士チサン 長島 正彦 富士チサン 勝又 英文 朝霧ジャンボリー

高瀬 幸史郎 沼津国際 椎木 茂 富士小山 出崎 清人 東名 高村 和央 富士箱根

中村 勝郁 伊勢原 金森 祐介 富士チサン 河辺 純雄 鎌ヶ谷 芝田 進弘 カレドニアン

小田切 政人 グリーンバレイ 渡部 良之 東名 武井 康郎 源氏山 竹内 貴広 富士宮

小原 秀天 富士宮 井上 信明 小田原･日動御殿場 半田 明 東京五日市 竹原 洋行 東名

原田 安浩 ノースショア 大日 健 寄居 鮫島 康孝 箱根 伊藤 佳正 ルーデンス

大野 達朗 富士小山 細川 武 富士箱根 斉藤 清裕 東名 柏木 和樹 三島

高橋 孝和 レインボー 加藤 昭 チェックメイト 柳下 俊明 鶴舞 豊田 英伸 富士宮

門田 実 新千葉 加部 嗣男 東名 瀬口 直嗣 カレドニアン 山本 三千夫 富士チサン

横須賀 雄一 東名 佐藤 修久 愛鷹 伊之沢 洋志 甲斐駒 鳥山 良雄 立川国際

蛯名 忠親 チェックメイト 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 光山 成夫 東名

佐久間 玲 東名 横内 応佳 境川 池田 憲治 境川

藤森 康年 中央道晴ヶ峰 武藤 永男 相模原 内田 正典 諏訪レイクヒル

江野 則秀 箱根 岡本 亜土 富士宮 小林 正尚 レインボー

池谷 雅義 沼津 三井 高裕 秦野 出浦 功 オリムピック

岩橋 雅一 小田原･松田 中村 彰宏 横浜 長船 正人 東名

戸田 光太郎 我孫子 榎本 剛之 袖ヶ浦 小田切 真一 グリーンバレイ

平川 裕秋 東名 林 孝一郎 富士平原 古屋 浩 東名厚木

堀内 健 千葉国際 大部 一成 東筑波

蛯原 潤 我孫子 東 幸司 東京よみうり

平本 文明 相模原 大貫 正美 東名

安藤 英俊 東名 濱田 正行 清川 競技委員長　吉　野　統　治

平成21年8月31日（月）

9 9:20

8 9:10

1

9 9:12

13 9:48

16 10:15

14 9:57

15 10:06

11 9:30

12 9:39

6

7

1

2

3

4

5

8:54

8:00

8:09

8:18

8:27

8:36

8:45

8:00

2 8:10 11

10

5 8:40 14 10:10

9:30

7 9:00

3 8:20

4 8:30

6 8:50

9:40

10 9:21

12 9:50

13 10:00

15 10:20

8 9:03 17 10:24


