
平成21年度関東ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技
組合わせおよびスタート時間表
（最終ラウンド　18ホール・ストロークプレー） 参加者数　126名

於：日光カンツリー倶楽部(6582yards Par72)
１番よりスタート 10番よりスタート

徳永 一充 龍ヶ崎 81 加藤 明 鎌ヶ谷 77 七島 正勝 セベ・バレステロス 81 大森 健二 浅見 85

大久保 蕃 桜ヶ丘 81 山田 勧 東千葉 77 横尾 博 オーク・ヒルズ 82 杉田 敬三 多摩 85

池田 正和 横浜 81 大場 宣明 新・ユーアイ 77 金子 正史 横浜 82 尾崎 和夫 桜 85

小菅 豊太郎 日高 81 矢野 塚春 鹿沼 77 佐藤 正信 ＧＭＧ八王子 82 甲斐 利男 大栄 85

橋本 有康 箱根 81 河村 友正 龍ヶ崎 77 山本 利次 真名 82 川村 廣 皐月･鹿沼 85

木村 勝義 越生 81 呉山 淳一 袖ヶ浦 77 斉藤 彊一 飯能グリーン 82 福田 勇 岡部チサン 86

大串 清司 清川 81 金井 勝 佐原 77 高橋 功 習志野 82 石井 富夫 埼玉 86

野沢 元 富士チサン 81 小林 祺一郎 富士チサン 77 小宮 康彦 相模湖 82 山口 一明 太田双葉 86

齊藤 征修 南摩城 80 三枝 節 藤ヶ谷 76 佐藤 満男 多摩 82 波多野 幸男 セベ・バレステロス 86

斎藤 昌俊 嵐山 80 寺田 溥一 扶桑 76 佐野 勝勇 富士御殿場 82 杉山 剛正 川越 86

内山 孝宏 セントラル 80 河野 晃 甲府国際 76 関橋 洋之助 飯能グリーン 82 根本 克雄 ジェイゴルフ霞ヶ浦 86

樋口 薦 セゴビア 81 木島 侑二 房総 77 岡田 光正 嵐山 82 黒澤 常三郎 飯能 86

山口 現朗 武蔵 80 佐藤 和男 秋山 75 高橋 孝和 レインボー 82 山田 宗義 筑波 86

安島 大三 水戸グリーン 80 井上 尭 日高 75 宮下 邦一 小川 82 安田 進 千葉新日本 87

佐藤 政秀 筑波学園 80 河本 徳三朗 相模原 75 村松 賢次 富士チサン 83 茂木 敏則 東我孫子 87

市川 忠美 南摩城 80 松井 康夫 東名 75 池田 永徳 南千葉 83 直江 光義 鶴舞 87

安部 俊人 春日居 80 中山 照朗 都留 72 得能 三郎 栃木 83 加藤 賢 藤岡 87

中島 廣行 秦野 80 高安 信行 大洗 72 金丸 保 廣済堂埼玉 83 清水 恒治 太田双葉 87

谷 猛夫 東松山 80 金澤 正幸 白帆 73 林 瑞祥 嵐山 83 阿久津 征一 袖ヶ浦 87

真道 豊 レインボー 80 小澤 達 東京湾 73 柳田 武 ザ・レイクス 83 樅山 和由 武蔵松山 88

小山 敏男 青梅 79 内田 功一 埼玉 83 松尾 俊介 東京よみうり 88

福島 順信 セゴビア 79 東福寺 勝昭 東京国際 83 増渕 正己 東宇都宮 89

高橋 久雄 東松山 80 加藤 勲 相模原 83 中澤 治重 青梅 90

高田 健治 磯子 80 長尾 忠隆 横浜 83

杉山 利和 藤ヶ谷 79 川島 謙扶 新千葉 83 大井 直樹 かずさ 91

渡邉 孝雄 ザ･鹿野山 79 小川 透 岡部チサン 83 高橋 孝一 大利根 91

高澤 公司 八王子 79 尾関 達昭 鴻巣 83 浅野 隆司 龍ヶ崎 91

大山 四郎 新千葉 79 蓮見 達男 芦の湖 84

工藤 利明 埼玉国際 79 市川 透 一の宮 84

江澤 健夫 藤ヶ谷 79 和田 幸男 大平台 84

佐藤 敏弘 富士笠間 79 土屋 博義 我孫子 84

松戸 正男 長南 79 阿部 正直 武蔵松山 84

扇 徳男 富士箱根 78 小林 勲 諏訪レイクヒル 84

神村 種臣 藤ヶ谷 78 岡田 恵司 浦和 84

深澤 貞夫 富士チサン 78 高橋 敏 大秦野 84

小西 隆昭 レインボー 78 松岡 和歳 東京よみうり 84

今井 喜平 相模原 78 内藤 重徳 千葉夷隅 84

小久保 武夫 小川 78 寺尾 一男 鴻巣 85

工藤 定男 南富士 78 澁谷 重氏 新千葉 85

吉田 武夫 ツインレイクス 78 石井 重次 メイプルポイント 85

※組合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内　藤　正　幸
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