
平成22年度 関東ゴルフ連盟3月月例競技
組合わせおよびスタート時間表 於:大利根カントリークラブ・西コース

参加者数　162名(男子 117名　女子 45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

○ 工藤 遥加 成田東 ○ 梅木 信吾 姉ヶ崎 ○ 清水 かおり 東名厚木 ○ 小原 淳 セントラル

落合 麻紀 箱根 宮本 清 小川 松山 朱実 セントラル 吉川 正憲 熊谷

藤沢 涼子 富士御殿場 白石 哲也 相模原 小坂 順子 千葉 野口 道男 ブリック＆ウッド

繁田 勝 鴻巣 渡辺 昭男 富士チサン

○ 甲斐 舞実 法政大 ○ 堀内 健 千葉国際 ○ 平田 悦子 カレドニアン ○ 真崎 敏寛 南総

三木 恵美子 富士 澤田 信弘 青梅 矢嶋 智都子 霞ヶ関 渡邊 悠太 ニッソー

菅野 朋子 アスレチック 今野 宗雄 皐月･鹿沼 石川 陽子 小田原･松田 日置 一 習志野

田中 真弓 成田東 茅野 弘喜 諏訪湖 和田 敏郎 オーク・ヒルズ

○ 進藤 美恵子 筑波 ○ 増田 高行 伊豆にらやま ○ 高橋 寿子 皐月･鹿沼 ○ 中里 清 ホワイトバーチ

安東 二子 新千葉 小林 隆寿 ホワイトバーチ 直井 梨瑛 千葉 原 克宣 小田原･松田

五十嵐 洋子 藤岡 石原 紀一 成田東 植田 希実子 大宮国際 佐治 孝彦 ザ・レイクス

本宮 あゆみ ニッソー 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 尾崎 美保 岡部チサン 村田 達勇 オーク・ヒルズ

○ 小岩 由加里 クリアビュー ○ 舘 英樹 富士笠間 ○ 角田 里子 紫塚 ○ 浅地 洋佑 鷹

才津 智美 ニッソー 秋山 定俊 相模原 松山 奈津江 鹿沼72 小川 直康 セベ・バレステロス

細田 有里 オリムピック 亀井 隆 唐沢 佐久間 美樹 ザ・レイクス 鈴木 栄一 南摩城

宮崎 優子 小田原･松田 窪田 一樹 スプリングフィルズ 佐藤 彩香 小田原･松田 高橋 恒人 赤城国際

○ 金子 弥生 相模原 ○ 渡部 美和 鹿野山 ○ 落合 美詠子 ニッソー ○ 廣瀬 照康 成田東

西野 萌々 館山 服部 滋多 白帆 田中 恵美子 嵐山 花田 直樹 ツインレイクス

田原 彰乃 群馬 松丸 佳孝 成田東 野尻 ゆかり セゴビア 千野 英樹 中山

前田 千尋 越生 千年原 一仁 京 今井 信子 箱根 飯塚 裕一 藤岡

○ 矢嶋 里菜 霞ヶ関 ○ 河野 光宏 太田双葉 ○ 田中 博子 ツインレイクス ○ 関澤 誠 ツインレイクス

沓澤 良子 江戸崎 田中 耕介 セントラル 横山 亜弥子 浦和 山野 貴之 富里

亀田 愛里 富士御殿場 瀬戸 信昭 鷹之台 渡辺 恵子 高根 加藤 倫康 スプリングフィルズ

南雲 真理 箱根 灘谷 寛 ベルエア 露木 直子 東名厚木 光山 富夫 横浜

○ 米澤 龍太郎 大利根 ○ 奥富 基喜 岡部チサン ○ 額賀 義朗 船橋 ○ 毛利 史郎 茨城

神農 洋平 中央大 荒井 健人 大宮国際 米山 勇樹 小田原･松田 水上 晃男 袖ヶ浦

嶋田 憲人 青梅 吉田 文雄 東松山 岡田 秀幸 鷹之台 草野 廣幸 霞南

中野 正義 富士笠間 山下 勝紀 扶桑

○ 原田 武秀 大利根 ○ 佐藤 豊 あさひヶ丘 ○ 竹原 洋行 横浜 ○ 森田 聡史 GMG八王子

光信 直長 東千葉 関 徹也 赤城国際 小平 智 鷹 大沼 貴史 小田原･松田

岩橋 雅一 小田原･松田 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 宗田 昭彦 東千葉 日暮 俊明 扶桑

鈴木 淳一 横浜 岡田 光史 嵐山 永岡 頼之 常陽

○ 中田 辰悟 大利根 ○ 牧長 一喜 房総 ○ 小山 雄二 浜野 ○ 斉藤 麗 甲府国際

大神田 巧 河口湖 河内 喜文 水戸 村上 拓也 セゴビア 正野 有道 小田原･松田

藤田 大 皐月･佐野 江川 健一 千葉桜の里 長井 淳平 中央学院大学 永井 英輔 東京国際

青木 龍一 東名 高井 聡 岩瀬桜川 風間 智行 小田原･松田 高田 康弘 関東国際

○ 野田 早人 大日向 ○ 狩野 洋行 桜 ○ 松田 永基 清川 ○ 池田 純 東名厚木

加藤 隆之 成田東 山端 孝博 新千葉 福井 浩之 富士小山 柴田 博文 ザ・レイクス

吹野 耕一 都賀 田中 聖也 小田原･松田 佐藤 和夫 東千葉 秋山 剛司 伊東

小久保 武夫 小川 高野 隆 柏崎 川崎 邦朗 江戸崎 川崎 純 南総

○ 斉藤 清裕 東名 ○ 広田 文雄 長野

岡田 睦広 レーサム 八木沢 浩一 鹿沼

細沼 実 ベルエア 斎藤 慎太郎 セゴビア

中川 雅義 沼津 八尋 天聖 皐月･佐野

※○印の選手はプレー進行の責任者とする。

20 10:08

21 10:16

9

10

8:40

8:48

20

21

10:08

10:16

9

10

8:40

8:48

19 10:00

15 9:28

18 9:52

16 9:36

17 9:44

13 9:12

14 9:20

6

7

1

2

3

4

5

8:24

7:36

7:44

7:52

8:00

8:08

8:16

1 7:36

2 7:44 13 9:12

5 8:08 16 9:36

8:24

3 7:52

4 8:00

6 8:16

12 9:04

18 9:52

14 9:20

15 9:28

17 9:44

8 8:32 19 10:00

11 8:56

平成22年3月19日（金）

11 8:56

8 8:32

12 9:04

7


