
平成22年度　関東アマチュアゴルフ選手権　第4ブロック　ブロック大会
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　125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

頼 亮介 学習院大 五十嵐 東賢 法政大 松村 茂 那須小川 齋藤 修一 那須小川

古賀 英人 富士 田中 聖也 小田原･松田 岡村 善裕 平川 門田 実 新千葉

勝又 正浩 東京 荒谷 勝俊 千葉夷隅 勝家 哲夫 穂高 今野 宗雄 皐月･鹿沼

光信 直長 東千葉 新鞍 竜汰 小田原･松田

渡邉 賢 法政大 佐藤 大悟 中央学院大 八尋 天聖 皐月･佐野 赤池 祐三 ヴィンテージ

矢代 直仁 新千葉 鶴谷 竜一 こだま神川 清水 正一 青梅 木村 裕亮 セントラル

中島 正春 皐月･佐野 山野 貴之 富里 太田 再勇 大相模 久我 拓也 新千葉

鳥山 剛 鹿沼 内堀 翔伍 スカイウェイ 八木 伸二 東千葉

桜井 延秋 新千葉 石井 孝一 千葉夷隅 中村 貴至 長瀞 山田 大晟 東名厚木

田中 雄三 相模原 和田 雅英 東京五日市 小林 曜 中央学院大 徳嶽 彰 伊勢原

仲村 高穂美 かずさ 斉藤 史晶 津川 山城 康博 東千葉 斉野 恵康 GMG八王子

小林 祐治 東京 義澤 秀雄 東名厚木 池田 純 東名厚木 久保 真一郎 浜野

藤本 鎮 ホワイトバーチ 林 剛史 南総 木村 仁 玉造 手塚 辰弥 法政大

長澤 幸治 ニッソー 八木沼 仁 サニーフィールド 出浦 功 オリムピック 山岸 風太 関東ジュニア

米本 貴昭 白帆 加部 嗣男 東名 窪田 一樹 スプリングフィルズ 尾崎 貴将 鷹彦スリー

武藤 永男 相模原 大塚 智之 川越 鹿島 康裕 相模原 丹野 富壽 伊豆にらやま

榎本 幸和 オリムピック 小森 章弘 那須小川 鈴木 克彦 ザ・レイクス 野田 早人 大日向

三好 一成 習志野 高橋 大雄 富士箱根 児玉 博 茨城ロイヤル 斎藤 慎太郎 セゴビア

和泉 一夫 佐野 山端 孝博 新千葉 高花 翔太 鹿沼 池和田 義雄 立川国際

北山 健太郎 ラインヒル 磯 佑太 塩原 山口 拓也 東名厚木 森口 貴資 秦野

鶴岡 卓 富士箱根 野田 憲正 東京カントリー 田村 一美 千葉夷隅 齋藤 博活 万木城

神農 英和 セベ・バレステロス 山口 愼一 東名 阿部 達也 法政大 杉田 努 GMG八王子

藤崎 隆 鳩山 三上 徹也 茨城ロイヤル 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 岡野 洸平 新千葉

大貫 正美 東名 山岸 邦幸 鷹之台 鳥濱 伸八 栗橋國際 神笠 健司 那須小川

角田 浩 那須小川 森久保 剛 津久井湖 藤原 功司 ブリック＆ウッド

大川 将弥 レインボーヒルズ 大溝 崇真 千葉国際 塘 勝哉 小田原･松田

鬼澤 友秀 ツインレイクス 河本 徳三朗 相模原 佐久間 淳 千葉夷隅

伊藤 泰介 立川国際 松本 英司 皆川城 小倉 賢大 慶應義塾大

中原 正人 大相模 水上 政宏 岡部チサン 森田 正浩 日立

平出 馨大 専修大 鶴丸 裕太郎 専修大 丹野 宏紀 セゴビア

豊田 弘司 万木城 松岡 啓 京葉 梶谷 卓矢 鷹

阿久津 未来也 ファイブエイト 加藤 達也 広陵 高島 宏史 法政大

鈴木 悠介 パ協 和田 敏郎 オーク・ヒルズ

木村 利治 水戸グリーン 石渡 和輝 関東ジュニア

定山 清 セベ・バレステロス 油井 和幸 ヴィンテージ

高橋 隼人 富士箱根 柳澤 達哉 戸塚

競技委員長　矢　野　隆　男

平成22年5月10日（月）
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