
平成22年度　関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:嵐山カントリークラブ

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

高井 聡 岩瀬桜川 大久保 訓 浦和 中野 正義 富士笠間 土居 幸樹 セントラル

奥山 昌宏 鹿島の杜 平山 康則 立川国際 佐治 孝彦 ザ・レイクス 奥富 基喜 岡部チサン

浮ヶ谷 信夫 総武 宍戸 重一 ゴールデンレイクス 平澤 夢厳 小千谷 角 怜央称 日本大

齊藤 覚 嵐山 小山 伸一 佐原 三上 諒 日本大 幾瀬 貫 嵐山

和田 光司 嵐山 星 尚弥 東宇都宮 渡邊 悠太 ニッソー 森山 裕 ザ・レイクス

齋藤 正作 富里 八木沢 浩一 鹿沼 大辻 孝司 宍戸ヒルズ 米澤 龍太郎 大利根

達川 巨鳳生 立科 三原 直樹 寄居 斉藤 隆夫 埼玉 菅野 大太 秋山

大竹 篤史 富士笠間 成塚 義治 嵐山 野口 正和 鷹 槇岡 智仁 日本大

市川 清 埼玉 安食 守一 宍戸ヒルズ 宮川 将 妙高サンシャイン 岡野 智弘 アザレア

田中 健一 ホワイトバーチ 渡邊 賢作 静ヒルズ 山菅 利彦 緑野 鈴木 栄一 南摩城

小野 太佳司 寄居 松本 直諭 ロイヤルオーク 中澤 貞利 彩の森 都 和馬 彩の森

灘谷 寛 ベルエア 高畑 尚康 武蔵松山 小林 康春 藤岡 白金 満明 鴻巣

宮崎 美英 大日向 貫井 憲昭 嵐山 額賀 逸朗 船橋 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト

木下 輝洋 皐月･佐野 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 前田 正雄 岡部チサン 大熊 章夫 都賀

毛利 史郎 茨城 竹本 清 ザ・レイクス 菊池 知己 嵐山 加藤 正幸 嵐山

金子 憲三 緑野 佐藤 慎太郎 中央学院大 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 藤沼 良介 こだま神川

江本 浩 立川国際 宮田 玲 あさひヶ丘 椎野 俊朗 サニーフィールド 池田 幸登 佐久平

中井 文彦 嵐山 小川 浩司 埼玉 村田 三郎 セントラル 辻 啓一 嵐山

金子 理 望月東急 箕手 梓元 マナ 齋藤 充 小川 田中 勝麻 ホワイトバーチ

高山 貢 石坂 林 和彦 ユニオンエース 宮下 雄一 浜野 佐々木 達也 北武蔵

佐藤 瑞之 月 手島 精一 立科 上村 悠 中央学院大 蕪木 登 ザ・レイクス

竹村 昭雄 嵐山 橋本 竜摩 太田双葉 岩田 洋 嵐山 岸 俊光 浦和

小谷野 希市 飯能 榎本 和彦 新千葉 森川 宗介 GMG八王子 岩垂 一博 さいたま梨花

岡部 洋治 水戸グリーン 日暮 浩之 藤ヶ谷 山下 詠治 北武蔵 細沼 実 ベルエア

鎌田 一昭 嵐山 霜田 邦明 大日向 山田 忠明 皐月･佐野 田中 誠 浜野

市原 敏隆 メイプルポイント 久保 昴史 東京大 松本 武夫 成田GC 遠藤 仁史 成田東

吉本 壽宏 南摩城 勝俣 和久 オーク・ヒルズ 小林 克也 上田丸子グランヴィリオ 金田 光司 セゴビア

大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 堀井 浩人 相模野 額賀 義朗 船橋 平林 浩二 都留

正野 有道 小田原･松田 高橋 雅也 川越 秋池 隆伸 霞台 矢作 定雄 龍ヶ崎

中川 利一 大利根 堀内 健 千葉国際 林 瑞祥 嵐山 木村 立児 鴻巣

瀬木 能章 嵐山 茂呂田 雅幸 ブリック＆ウッド 河野 翔太 埼玉国際 山越 正義 猿島

木村 和紀 宍戸ヒルズ 金山 將 鹿沼 鈴木 佑樹 桜 原 大輔 ゴールデンレイクス

目澤 秀憲 日本大 中田 辰悟 大利根 高山 薫 嵐山 菅井 雅之 嵐山

大熊 忠男 玉造 大崎 将行 宍戸ヒルズ 佐藤 文太 豊岡国際 本澤 顯一 栃木ヶ丘

広田 文雄 長野 西野 英三 鷹彦スリー 関井 俊明 千成 中本 裕基 岡部チサン

阿部 勝彦 嵐山 渡辺 誠 富士笠間 小林 孝裕 千葉 重藤 亮一 セントラル

競技委員長　田　中　克　幸
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平成22年4月12日（月）
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