
平成22年度　関東シニアゴルフ選手権　第1ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:唐沢ゴルフ倶楽部・三好コース

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

小野里 篤雄 レーサム 小豆野 修 オリムピック 斉藤 裕一 鹿沼 忍田 徹夫 栗橋國際

大熊 章夫 都賀 明下 雅美 栃木ヶ丘 杉山 俊一 日高 三橋 和彦 サンヒルズ

眞尾 悦弘 北武蔵 鈴木 泉 大洗 富田 文雄 茨城 大輪 広明 水戸グリーン

堀口 守 皐月･鹿沼 野澤 浩 芳賀 萩原 忠和 栗橋國際 石井 誠 鶴

杉本 淳一 東ノ宮 斉藤 晴久 岡部チサン 篠原 明 鹿沼 山崎 勇 太平洋・佐野ヒルクレスト

細野 博隆 皆川城 杉本 薫 水戸グリーン 中村 純 東京 佐藤 友久 唐沢

安本 正寿 草津 鈴木 文俊 栃木ヶ丘 関口 幸雄 芳賀 塩山 博之 宇都宮

斉藤 征修 南摩城 和田 幸男 大平台 高木 文弘 南摩城 大和田 康夫 伊香保GC・岡崎城

石島 英明 鹿沼 青木 勇 武蔵松山 野方 義夫 鳩山 黒沢 登美夫 金砂郷

中村 守 水戸グリーン 橋本 俊幸 フレンドシップ 齋藤 博士 南摩城 杉崎 久實 フレンドシップ

山川 忠男 ルーデンス 森本 喜代治 埼玉国際 柏谷 茂 鹿沼 矢野 塚春 鹿沼

逆井 英雄 猿島 風見 甚造 東ノ宮 中田 俊雄 ゴールド越後湯沢 江良 敏 サンヒルズ

宍倉 孝行 鷹 市川 隆夫 江戸崎 遠藤 斌 南摩城 尾関 達昭 鴻巣

吉岡 健比古 武蔵松山 水村 隆一 草津 池田 晃 芦の湖 加賀 章 ゴールド佐野

島村 弘行 皆川城 諸橋 泰 東京 加藤 武雪 レイクランド 山田 繁 東ノ宮

増渕 守哉 鹿沼 多田 稔 猿島 須長 順一 柏崎黒姫 藤生 純 伊香保

横関 秀夫 芳賀 平山 和成 都賀 入江 芳史 猿島 新津 淳 日光

酒井 幸治 太平洋・佐野ヒルクレスト 及川 修 鷹 今井 和弘 日光 遠藤 銀次郎 鹿沼

横川 隆 東筑波 佐々木 啓一郎 サンヒルズ 橋本 和一 ゴールデンレイクス 長谷川 毅 下田城

牛之濱 純俊 藤岡 柳橋 一之 扶桑 川端 和憲 小千谷 北爪 優 東ノ宮

戸祭 康夫 日光 添野 好男 鶴舞 設楽 守廣 赤城国際 赤津 卓男 茨城パシフィック

金城 正徳 皆川城 関口 茂 赤城国際 増渕 洋介 宇都宮 高柳 兵吾 猿島

錦織 啓市 栃木ヶ丘 木村 勝美 ホワイトバーチ 佐久間 紀明 あさひヶ丘 高橋 功 日高

金山 將 鹿沼 藤沼 和雄 猿島 川野 博 太平洋・佐野ヒルクレスト 越川 千秋 新宇都宮

冨澤 和行 東松苑 高田 公夫 甘楽 戸田 光太郎 我孫子 本澤 顯一 栃木ヶ丘

金子 重夫 緑野 永井 孝之 芳賀 藤本 秀夫 杉ノ郷 山岸 靖 サンヒルズ

細沼 和秋 大平台 佐藤 政秀 筑波学園 清水 治雄 クリスタル 榎田 俊雄 赤城国際

小川 宏二郎 鹿沼 野々下 稔 栃木 松本 幸雄 猿島 佐々木 幸治 成田東

松本 健樹 桜ヶ丘 金子 欣也 大宮国際 奥澤 國男 龍ヶ崎 茂木 信一 唐沢

岡戸 行雄 浅見 冨田 久三 茨城パシフィック 江藤 文夫 東ノ宮 小島 利久 新宇都宮

中村 盛司 スプリングフィルズ 杉本 敏文 鹿沼 川崎 敏雄 ゴールド佐野 渡辺 珍治 東京

白井 健司 水戸グリーン 松井 康 都賀 野口 政夫 佐野 生形 雅美 あさひヶ丘

若菜 孝夫 日光 白石 忠信 大平台 鈴木 弘之 都賀 大森 健二 浅見

菊池 宗雄 伊香保 近藤 昭二 富士笠間 小西 清二 日光 黒沢 三郎 上武

今野 宗雄 皐月･鹿沼 相田 喜久夫 芳賀 倉持 義郎 石岡・ウエスト 内川 康夫 東ノ宮

櫻木 博 金砂郷 池田 正志 オーク・ヒルズ 中里 清 ホワイトバーチ 杉山 直樹 赤城

競技委員長　船越茂人

平成22年7月5日（月）
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