
平成22年度　関東アマチュアゴルフ選手権 第2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　西コース

参加者数　144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

大堀 直紀 城里 鈴木 隆之 小田原･日動御殿場 小玉 雅 烏山城 平澤 夢厳 小千谷

榎本 和彦 新千葉 中田 辰悟 大利根 渡部 美和 鹿野山 芝田 進弘 カレドニアン

久保 昴史 東京大 石毛 巧 南摩城 林 瑞祥 嵐山 高橋 恒人 赤城国際

竹村 昭雄 嵐山 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス 金子 達朗 ゴールド木更津 住吉 大輔 日本体育大

鈴木 淳一 横浜 朝川 正男 立科 松本 博史 太田双葉 関 徹也 赤城国際

星 尚弥 東宇都宮 日坂 泰之 レインボー 石原 慎也 駒澤大 中野 正義 富士笠間

斎藤 仁 太平洋・佐野ヒルクレスト 飯田 祐一郎 中央学院大 塚田 竜一 扶桑 正野 有道 小田原･松田

渡邊 悠太 ニッソー 高橋 晋伸輔 関東国際 吹野 耕一 都賀 小山 宏充 佐久平

阿部 勝彦 嵐山 茂呂田 雅幸 ブリック＆ウッド 浅見 雄大 白水 加治屋 舜介 秋山

松本 武夫 成田GC 伊藤 啓二 穂高 荒井 健人 中央大 金子 理 望月東急

渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 那須 久治 加茂 小林 康春 藤岡 三堀 浩司 横浜

高橋 薫 高坂 永野 雄亮 かずさ 森田 聡史 GMG八王子 中村 昌弘 かずさ

小野 和男 スカイウェイ 額賀 義朗 船橋 佐藤 文太 豊岡国際 平戸 進二 清川

絵野 剛吏 東千葉 市川 清 埼玉 鈴木 亮太 川越 黒滝 公彦 エーデルワイス

川崎 利彦 オーク・ヒルズ 平山 康則 立川国際 奥富 基喜 岡部チサン 竹安 俊也 城里

守谷 大輔 南総 宮田 玲 あさひヶ丘 露木 実 東名厚木 毛利 史郎 茨城

細沼 実 ベルエア 櫻井 勝之 鷹 高橋 雅也 川越 和田 光司 嵐山

柳澤 信吾 袖ヶ浦 宮下 雄一 浜野 目澤 秀憲 日本大 寺澤 正博 宍戸ヒルズ

村越 元彰 宍戸ヒルズ 高田 康弘 関東国際 黒子 光貴 ダイヤグリーン 岡田 睦広 レーサム

箕手 梓元 マナ 釜谷 正宏 富士小山 竹内 輝樹 秋山 井上 昌樹 ブリック＆ウッド

米澤 龍太郎 大利根 中里 清 ホワイトバーチ 松本 偉嗣 ロイヤルオーク 伊東 勝也 京

堀内 健 千葉国際 三上 諒 日本大 原 繼雄 横浜 岩井 正夫 マナ

中村 彰宏 横浜 木下 輝洋 皐月･佐野 都 和馬 彩の森 辻 啓一 嵐山

大辻 孝司 宍戸ヒルズ 平川 裕秋 東名 堀井 浩人 相模野 石川 松飛人 鎌倉

金田 幸一郎 船橋 原 大輔 ゴールデンレイクス 川崎 邦朗 江戸崎 塩澤 佑基 中央学院大

松本 直諭 ロイヤルオーク 山越 正義 猿島 市原 弘章 日本大 佐藤 圭胤 富岡

小林 克也 上田丸子グランヴィリオ 田中 孝幸 佐久平 長船 佑紀 新千葉 岩井 正一 習志野

會田 一 鶴舞 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド 光山 富夫 横浜 上江田 航 佐原

勝田 兵吉 箱根 遠藤 仁史 成田東 吉田 拓也 関越ハイランド 額賀 逸朗 船橋

角 怜央称 日本大 鈴木 貴也 扶桑 岡田 佳也 白鳳 斎藤 恭正 成田ハイツリー

村田 三郎 セントラル 山名 英統 城里 百瀬 力弥 中央学院大 重藤 亮一 セントラル

森谷 慎二 ロイヤルスター 溝端 隆一 千葉 吉本 壽宏 南摩城 長谷部 俊樹 ロイヤル

八十岡 寛晶 ラインヒル 大槻 智春 千葉桜の里 水田 文生 ブリック＆ウッド 伊山 祐介 セベ・バレステロス

小澤 和夫 横浜 高野 隆 柏崎 石田 竜元 高根 中山 和昭 大洗

柿岡 啓介 習志野 高柳 大 太田双葉 梅澤 吉朗 群馬 小林 浩之 長野県ゴルフ協会

佐藤 文友 セゴビア 青山 喜美男 秦野 河野 翔太 埼玉国際 熊谷 淳 水戸グリーン

競技委員長　渡　辺　　章

平成22年5月14日（金）
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