
平成22年度　関東ミッドシニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:相模原ゴルフクラブ・西コース

参加者数　104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

藤本 吉文 東京国際 松岡 和歳 東京よみうり 斎藤 武夫 メイプルポイント 山本 利次 真名

市川 透 一の宮 高山 清 鶴舞 河合 一男 取手国際 村松 賢次 富士チサン

平野 元一 リバーサイドフェニックス 深澤 貞夫 富士チサン 山本 泰朗 セントラル 石井 重次 メイプルポイント

水野 清 鶴舞 堀口 俊昭 鴻巣 永井 秋光 東京五日市 中島 廣行 秦野

吉川 幸男 廣済堂埼玉 小林 勇 鶴舞 佐藤 満男 多摩 木村 八郎 富士小山

今井 喜平 相模原 北條 茂男 浦和 阿部 忠夫 チェックメイト 吉田 武夫 ツインレイクス

荒井 忠男 富士御殿場 原 勲夫 津久井湖 清水 勝男 箱根 蓮見 達男 芦の湖

星 克彦 鶴舞 平塚 善策 湯河原 榎本 隆 津久井湖 関 盛義 石地シーサイド

小林 茂樹 東ノ宮 落合 良勝 横浜 原 繼雄 横浜 逸見 南海男 東名

谷 重次 東名 吉岡 幸夫 茨城 松尾 俊介 東京よみうり 後藤 慎二郎 大厚木

真下 健弥 龍ヶ崎 横溝 建夫 秦野 山中 義衛 浦和 金原 正義 嵐山

河本 勇 相模湖 渡辺 史郎 相模湖 鈴木 健明 ザ・レイクス 神田 恵介 津久井湖

工藤 定男 南富士 長尾 忠隆 横浜 泰山 義基 茨城 林 俊一 箱根

萩原 治郎 GMG八王子 清水田 正機 オリムピック 内山 孝宏 セントラル 神田 律 富士小山

木目田 碩史 戸塚 北村 次朗 浦和 笹原 龍三 相模 富永 義男 富士箱根

北村 彰敏 岡部チサン 青木 守喬 戸塚 金田 春植 穂高 藤原 保之 千葉

加藤 勲 相模原 白井 旭 相模原 高橋 孝和 レインボー

進藤 明 石坂 大久保 蕃 桜ヶ丘 渡邊 稔 横浜

青山 勇 水戸 竹村 昭雄 嵐山 田代 雄久 湯河原

塩崎 千晃 姉ヶ崎 真道 豊 レインボー 柏田 諄 東京国際

村上 京二朗 大相模 吉田 賢一 烏山城 池田 正和 横浜

太田 松雄 相模野 伊藤 茂治 津久井湖 東福寺 勝昭 東京国際

増田 純男 嵐山 吉原 晴夫 川越 北原 弘 伊豆にらやま

金子 三千男 府中 石井 基雄 平塚富士見 直江 光義 鶴舞

清水 幸雄 鷹 原 貢 相模原

浅野 昭治 一の宮 勝俣 忠義 富士

田村 豊松 鶴舞 南部 正敬 紫

高木 邦雄 相模 堀内 康宏 穂高

小宮 康彦 相模湖 藤城 悠 ディアレイク

萩原 克爾 戸塚 鮫島 宗憲 御殿場

金谷 修平 嵐山 岡崎 光伸 相模

扇 徳男 湯河原 森山 茂雄 横浜

競技委員長　吉野　統治

平成22年9月6日（月）
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