
平成22年度　関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:日本海カントリークラブ 中・東コース

参加者数　121名
１番(中コース）よりスタート １０番(東コース）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

大淵 芳森 十日町 河田 丈一郎 フォレスト 西山 一栄 イーストヒル 吉田 松明 小千谷

渡辺 一弘 日本海 波方 孝 越後 田尻 正敏 長岡 松田 一男 紫雲

野田 富勝 ノーブルウッド 鈴木 雅夫 石地シーサイド 松本 重光 フォレスト 居城 修 ノーブルウッド

金子 義明 長岡 秋山 栄 ゴールド越後湯沢

田村 敏明 越後 目黒 学 日本海 位下 寿生 小千谷 加藤 丈明 中峰

酒井 家安 下田城 高橋 健治 アイビス 東城 雅夫 日本海 田中 敏晴 十日町

野崎 美夫 鷹之台 金子 隆博 イーストヒル 五十嵐 健太 長岡 斎藤 裕行 紫雲

服部 秋男 ノーブルウッド 成井 雄太 玉造 小原 久仁視 穂高

湯船 敏春 ノーブルウッド 川端 和憲 小千谷 清野 秀雄 小千谷 清野 喜美男 アイビス

深井 修次 長岡 中田 俊雄 ゴールド越後湯沢 竹田 裕司 妙高 大瀧 徹也 イーストヒル

泉田 時夫 湯田上 中山 英明 阿賀高原 渡辺 吉之輔 紫雲 加藤 長栄 日本海

南雲 武士 ゴールド越後湯沢 塩田 義行 笹神五頭 笹川 椋平 扶桑 高橋 明宏 ゴールド越後湯沢

丸山 勉 大新潟・出雲崎 目黒 雅敏 小千谷 池 大輔 新津 三輪 政伸 アイビス

星野 節二 長岡 佐藤 慎一 ノーブルウッド 北村 和秋 石地シーサイド 田村 隆一 阿賀高原

保坂 恭久 十日町 中山 秀之 水戸 平山 力三 フォレスト 井上 哲也 新津

加藤 仁 イーストヒル 石岡 一美 長岡 佐藤 典 紫雲 渡辺 政由 紫雲

加藤 勝則 湯田上 佐藤 秀明 小千谷 西脇 豊 柏崎黒姫 石川 陽一 イーストヒル

石田 久一郎 長岡 樋口 英明 松ヶ峯 山崎 俊彦 鷹之台 原田 建実 日本海

青木 浩一 米山水源 遠藤 孝 笹神五頭 源川 勝彦 紫雲 東條 和夫 新津

丸山 実 紫雲 寺井 上 アイビス 渡部 康之 新発田城 本間 輝 新発田城

中川 孝弘 米山水源 渡辺 一郎 長岡 石田 重晴 紫雲 吉原 博 長岡

野本 寛 大新潟・出雲崎 斉藤 豊 ゴールド越後湯沢 幸田 明 日本海 佐藤 茂宣 大新潟・出雲崎

中沢 徳栄 ゴールド越後湯沢 佐藤 大裕 イーストヒル 中澤 忍 小千谷 吉岡 和晃 フォレスト

佐次 富士夫 十日町 小林 良一 十日町 関 一雄 妙高 新田 鐘大 妙高

鈴木 史敏 十日町 小林 透 ノーブルウッド 須藤 勉 フォレスト 浅妻 康宏 紫雲

白 源正 ヨネックス 稲川 直人 柏崎黒姫 小島 達也 ノーブルウッド 白濱 秀樹 長岡

長谷川 剛広 大新潟・出雲崎 吉田 聡 下田城 浅田 忍 長岡 関 忠顕 柏崎黒姫

青木 正直 津川 渡辺 和希 笹神五頭 金澤 龍太 ゴールド越後湯沢 池田 慶一 十日町

福原 晋平 十日町 中澤 文行 高山 生居 慎司 日本海

渡辺 清明 笹神五頭 栗林 大貴 柏崎黒姫 曽根 明 阿賀高原

島田 修 松ヶ峯 木間 孝明 長岡 高頭 英一 長岡

鈴木 光夫 望月東急 松井 源太 越後 関谷 政和 十日町

競技委員長　田　中　克　幸

平成22年4月13日（火）
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