
平成22年度 関東ゴルフ連盟12月月例競技
組合わせおよびスタート時間表 於:我孫子ゴルフ倶楽部

参加者数 122名(男子85名 女子37名)
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 組 時間 氏　　名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ

○ 三木 恵美子 富士 23 ○ 中川 雅義 沼津 71 ○ 松尾 律子 ギャツビイ 22 ○ 佐藤 豊 あさひヶ丘 11

松本 京子 鳩山 27 加藤 倫康 スプリングフィルズ 71 金子 弥生 相模原 21 本澤 顯一 栃木ヶ丘 10

小池 佳代 立川国際 28 大野 達朗 箱根 68 落合 麻紀 箱根 20 細野 敏彦 武蔵野 10

舘 英樹 富士笠間 67 斎藤 慎太郎 セゴビア 9

○ 眞尾 万里 こだま神川 28 ○ 斉藤 清裕 東名 67 ○ 森山 明子 石坂 20 ○ 窪田 一樹 スプリングフィルズ 9

布川 千帆里 栃木ヶ丘 28 千野 英樹 中山 66 野尻 ゆかり セゴビア 13 宮下 雄一 浜野 9

井上 莉花 桂ヶ丘 28 日暮 俊明 扶桑 64 小坂 順子 千葉 8 岡田 光史 嵐山 3

鈴木 ありさ 矢板 32 長井 淳平 中央学院大 62 細沼 実 ベルエア 2

○ 露木 直子 東名厚木 33 ○ 風間 智行 小田原･松田 61 ○ 横山 亜弥子 浦和 6 ○ 村上 雄太 南総 1

平田 悦子 カレドニアン 34 関 徹也 赤城国際 60 清水 かおり 東名厚木 6 鮫島 康孝 箱根 1

亀田 愛里 富士御殿場 42 庄司 由 秦野 59 今井 信子 箱根 6 林 剛史 南総 1

本宮 あゆみ ニッソー 44 東 幸司 東京よみうり 59 遠藤 璃乃 ノーザン錦ヶ原 0 渡部 美和 鹿野山 1

○ 田中 真弓 成田東 44 ○ 金 浩延 宇都宮 58 ○ 渡辺 恵子 高根 0 ○ 田中 良博 寄居 0

細田 有里 オリムピック 51 関澤 誠 ツインレイクス 54 林 佑紀 新宇都宮 0 斉野 恵康 GMG八王子 0

佐久間 美樹 ザ・レイクス 52 伊藤 涼太 鷹 49 松山 朱実 セントラル 0 高橋 一君博 総武 0

落合 美詠子 ニッソー 54 早乙女 剛史 皐月･佐野 43 北井 由梨 オリムピック 0 神農 英和 平川 0

○ 矢嶋 里菜 霞ヶ関 60 ○ 田中 雄三 相模原 40 ○ 菅野 朋子 アスレチック 0 ○ 八木沢 浩一 鹿沼 0

直井 梨瑛 千葉 61 岡本 聡 習志野 40 今松 頼能 富士御殿場 0 浅田 かれら ツインレイクス 0

南雲 真理 箱根 71 中野 正義 富士笠間 38 五十嵐 洋子 藤岡 0 松丸 佳孝 成田東 0

田中 博子 ツインレイクス 85 森田 聡史 GMG八王子 38 西野 萌々 館山 0 加瀬 博章 東千葉 0

○ 豊島 豊 東千葉 105 ○ 永野 雄亮 かずさ 37 ○ 片山 純一 中央学院大 24 ○ 灘谷 寛 ベルエア 0

浅地 洋佑 鷹 71 中村 憲司 水戸 37 秋山 定俊 相模原 23 齋藤 弘行 矢板 0

川崎 邦朗 江戸崎 101 中田 辰悟 大利根 37 田中 耕介 袖ヶ浦 22 亀田 欣吾 総武 0

柴田 博文 ザ・レイクス 36 鈴木 雅弘 ニッソー 0

○ 白石 哲也 相模原 87 ○ 藤田 大 皐月･佐野 36 ○ 額賀 義朗 船橋 19 ○ 山野 貴之 富里 0

勝又 正浩 東京 80 半田 裕一 ファイブエイト 33 八尋 天聖 皐月･佐野 17 今野 宗雄 皐月･鹿沼 0

竹原 洋行 横浜 79 伊東 勝也 京 30 神農 洋平 中央大 17 黒田 隆雅 東京国際 0

吹野 耕一 都賀 29 広瀬 照康 成田東 17 片宗 禎弘 千葉桜の里 0

○ 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 78 ○ 広田 文雄 長野 28 ○ 星野 英章 磯子 16 ○ 浅田 和孝 東名 0

永井 英輔 東京国際 77 河内 喜文 水戸 26 金田 崇宏 筑波 15 梅沢 久武 GMG八王子 0

毛利 史郎 茨城 76 斉藤 大司 ラインヒル 24 岡田 睦広 レーサム 13 日置 一 習志野 0

山下 勝紀 扶桑 73 繁田 勝 鴻巣 24 川崎 純 南総 13 川井 光洋 寄居 0

※○印の選手はプレー進行の責任者とする。

※朝の受付時に参加料を徴収します。釣銭がないように用意すること(現金のみ、カード不可)。

平成22年12月13日(月)
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