
平成22年度　関東アマチュアゴルフ選手権 第1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:大利根カントリークラブ　東コース

参加者数　148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

鈴木 明彦 霞ヶ関 増子 敬 白帆 源川 勝彦 紫雲 関口 洋一 大厚木

長井 淳平 中央学院大 松本 重光 フォレスト 浜田 勝 サンレイク 小島 達也 ノーブルウッド

東 幸司 東京よみうり 川端 和憲 小千谷 小松崎 卓 マナ 芹沢 陽二郎 東筑波

金川 基晴 鷹 太田 智喜 マナ 日暮 俊明 扶桑 武井 淳 八幡

青木 浩一 米山水源 関谷 政和 十日町 池田 慶一 十日町 染谷 健市 扶桑

高橋 勝 ディアレイク 木崎 亮太 白帆 田村 敏明 越後 斎藤 裕行 紫雲

石井 昌紀 鶴舞 富田 雅之 麻倉 櫻井 將大 関東アマ 山崎 俊彦 鷹之台

岡本 聡 習志野 白 源正 ヨネックス 原口 隆 ファイブエイト 目黒 学 日本海

毛木 徹 富士御殿場 堀 将聡 ファイブエイト 鈴木 功一 鷹之台 下吉 賢 中央学院大

谷口 幸大 岡部チサン 南雲 武士 ゴールド越後湯沢 吉田 聡 下田城 石川 陽一 イーストヒル

中村 敦史 足柄森林 加藤 倫康 スプリングフィルズ 竹添 大晃 扶桑 山本 二朗 オーク・ヒルズ

高橋 薫 東筑波 野田 富勝 ノーブルウッド 北村 和秋 石地シーサイド 齋藤 元志郎 真名

東條 和夫 新津 鈴木 克彦 東名厚木 榊原 一摩 水戸レイクス 大神田 巧 河口湖

宮本 清 小川 溝井 献也 扶桑 金田 崇宏 筑波 金沢 隆光 パ協

前山 正隆 富士小山 長田 潤 三井の森蓼科 寺村 義美 スプリングフィルズ 茅野 弘喜 諏訪湖

粉川 直孝 千葉 濱田 正行 清川 王月 勇 我孫子 大山 和則 スプリングフィルズ

笹川 椋平 扶桑 田中 敏晴 十日町 落合 卓 長瀞 安藤 敏行 桜

倉片 優 武蔵 渡辺 政由 紫雲 中川 孝弘 米山水源 鈴木 史敏 十日町

平塚 雅敏 ノースショア 長谷川 太郎 平川 杉山 稔 総武 中村 潤 立川国際

石井 保行 清川 早川 守 セゴビア 片山 純一 中央学院大 木村 知道 船橋

森山 錬 鹿沼72 半田 裕一 ファイブエイト 榎本 涼平 鷹 河田 丈一郎 フォレスト

安藤 秀二 浜野 中村 敏彦 相模原 山下 勝紀 扶桑 成井 雄太 玉造

佐藤 慎一 ノーブルウッド 塩田 義行 笹神五頭 若林 彰 南富士 石田 重晴 紫雲

青木 正直 津川 斎藤 太津規 扶桑 森 信幸 高根 波方 孝 越後

服部 秋男 ノーブルウッド 衣笠 洋司 カレドニアン 小林 慶一 府中 松井 源太 越後

浅田 かれら 彩の森 松谷 英樹 鶴舞 高島 吉童 スプリングフィルズ 吉川 正憲 熊谷

飯塚 隆 熊谷 小島 亘 川越 都 和人 彩の森 島田 修 松ヶ峯

小原 久仁視 穂高 原田 安浩 ノースショア 浅田 哲也 富士笠間 大日 健 寄居

村上 弘行 相模野 吉村 明恭 中央学院大 小林 透 ノーブルウッド 橋本 邦夫 茨城

白井 敏夫 総武 稲川 直人 柏崎黒姫 忍足 肇 相模 井上 哲也 新津

亀井 隆 唐沢 深井 修次 長岡 加藤 仁 イーストヒル 福富 祥倫 クリスタル

近藤 博宣 あさひヶ丘 常澄 裕一 新千葉 尾崎 翔太 東京五日市 渡辺 幹根 スプリングフィルズ

金井 篤司 玉川 前田 男 岡部チサン 増田 秀仁 クリアビュー

山形 洋一 宍戸ヒルズ 水上 龍樹 南富士 深澤 勝彦 船橋

京野 祐賀 東名 田中 俊行 こだま神川 吉田 文雄 東松山

佐藤 典 紫雲 中村 能章 小田原･日動御殿場 沖永 耕一 メイプルポイント

目黒 雅敏 小千谷 長尾 泰希 狭山

荒井 眞一 筑波 山下 仁 カレドニアン

大島 教之 岡部チサン 林 一夫 川越

手塚 久仁彦 立科 奥村 康徳 千葉

競技委員長　鈴　木　昭　満

平成22年5月14日（金）
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