
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4ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:茨城ゴルフ倶楽部　西コース

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

平野 忠則 扶桑 川渕 秀徳 房総 白井 敏夫 総武 照井 康平 武蔵

奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 菊地 耕二 嵐山 金海 光男 筑波 冨永 勝 総武

杉山 稔 総武 高島 吉童 スプリングフィルズ 小林 孝裕 千葉 舘 英樹 富士笠間

高橋 勲 茨城 浮ヶ谷 信夫 総武 南 聖二 メイレイクヒルズ 花井 源二郎 月

柳橋 一之 扶桑 遠藤 仁史 成田東 矢吹 元良 ゴールデンレイクス 嶋田 憲人 青梅

渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 小林 隆寿 ホワイトバーチ 松下 宗嗣 セベ・バレステロス 後藤 浩 セベ・バレステロス

橋本 邦夫 茨城 和田 光司 嵐山 宗田 昭彦 東千葉 大塚 洋二 姉ヶ崎

宮島 輝喜 東京 平塚 則吉 東筑波 市井 太一 石坂 荒井 眞一 筑波

吉田 智雄 石坂 斎藤 太津規 扶桑 小野 英二 東筑波 富田 文雄 茨城

萩森 一郎 龍ヶ崎 城埜 尚之 カナリヤガーデン 篠崎 州央 千葉国際 新海 雅之 岡部チサン

前田 隆一郎 日高 金田 永達 太平洋・佐野ヒルクレスト 渡辺 誠 富士笠間 神農 英和 セベ・バレステロス

平 健次 オリムピック 芹沢 陽二郎 東筑波 阿部 勝彦 嵐山 福井 寛隆 総武

小形 勝利 白帆 菊池 知己 嵐山 山崎 一雄 桜 佐藤 瑞之 月

佐藤 喜三夫 平川 長谷川 主一 オリムピック 佐々 憲夫 スプリングフィルズ 高山 貢 石坂

日暮 浩之 藤ヶ谷 鈴木 昇 ザ・レイクス 泰山 義基 茨城 冨永 進 嵐山

宝利 淳 セントラル 山中 通嗣 袖ヶ浦 小川 直康 セベ・バレステロス 木村 和紀 宍戸ヒルズ

宍戸 重一 ゴールデンレイクス 大木 敏夫 龍ヶ崎 上原 一憲 石坂 加藤 隆之 成田東

宮地 陽一郎 江戸崎 石井 幹 千葉桜の里 石原 紀一 成田東 川崎 邦朗 江戸崎

高橋 一君博 ホワイトバーチ 小川 修二 江戸崎 相馬 聡夫 茨城 森 甚 袖ヶ浦

芋高 信良 習志野 阪井 勝彦 東千葉 石嶋 剛 江戸崎 山形 洋一 宍戸ヒルズ

川田 充利 白鳳 森田 保 入間 市川 義勝 茨城ロイヤル 松丸 佳孝 成田東

大久保 政行 ザ・レイクス 大山 和則 スプリングフィルズ 諸星 直樹 入間 大辻 孝司 宍戸ヒルズ

齋藤 哲也 筑波 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 塩崎 覚 佐原 大須賀 和博 千葉

米澤 龍太郎 大利根 宮下 雄一 浜野 徳永 一充 龍ヶ崎 長山 寿也 千葉国際

西野 耕一郎 袖ヶ浦 布施 敬三 袖ヶ浦 井上 亨 龍ヶ崎 小野瀬 弘記 龍ヶ崎

蛯原 英光 江戸崎 佐山 成男 江戸崎 日暮 俊明 扶桑 菅谷 昭雄 成田東

増子 敬 白帆 高橋 文蔵 武蔵 白川 義則 筑波 溝端 隆一 千葉

染谷 建也 大利根 大和 次郎 成田東 蛭田 克己 鴻巣 西田 哲太郎 鹿島の杜

金村 利光 岡部チサン 成塚 義治 嵐山 山下 勝紀 扶桑 毛利 史郎 茨城

平岡 成介 京葉 島田 康司 相武 市原 和実 総武 高山 薫 嵐山

林 泰宏 武蔵 山野 貴之 富里 三本 成忠 グレンモア 関根 保彦 鷹之台

定山 清 セベ・バレステロス 小川 敬雄 武蔵 鈴木 敏夫 茨城 加園 浩 扶桑

満留 正彰 美浦 直井 利充 鴻巣 村田 達勇 オーク・ヒルズ 町田 信征 江戸崎

寺村 義美 スプリングフィルズ 鈴木 佑樹 桜 和田 和己 美浦 秋池 隆伸 霞台

西村 國彦 袖ヶ浦 湯脇 克己 千葉国際 中野 哲 藤ヶ谷 難波 紀幸 富里

遠藤 直樹 立野クラシック 大西 幸四郎 筑波 本多 秀二 浦和 杉本 篤 セベ・バレステロス

競技委員長　小　池　　 浩
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平成21年8月31日（月）
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