
平成22年度　関東シニアゴルフ選手権　第6ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:戸塚カントリー倶楽部・東コース

参加者数　150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

工藤 次郎 戸塚 逸見 南海男 東名 大川 博史 鶴舞 中井 教尋 富士チサン

関根 守夫 鷹之台 冨士原 聖 かずさ 丹野 富壽 伊豆にらやま 山森 恵一 都留

新倉 利夫 桜 原 秀定 伊勢原 小坂 譲 大利根 戸頃 文明 千葉夷隅

相場 與志雄 中津川 櫻井 俊一郎 立川国際

簑島 利文 平塚富士見 森村 武夫 清川 塚本 則男 東京湾 佐藤 敏夫 伊豆にらやま

大井 敏男 富士御殿場 古木 政吉 湯河原 鶴岡 卓 富士箱根 吉田 章 戸塚

松元 正秀 エンゼル 阿部 忠夫 チェックメイト 間部 晃 横浜 河本 徳三朗 相模原

石井 孝一 千葉夷隅 帖佐 寛巳 伊勢原 古川 茂 東名厚木 矢崎 今朝人 富士チサン

高田 安和 東名 高瀬 幸史郎 沼津国際 村上 京二朗 大相模 金澤 嵩 大厚木

藤原 豊信 富士小山 益田 一利 戸塚 秋元 嘉夫 レインボー 武田 弘 千葉廣済堂

鮫島 康孝 箱根 鈴木 直樹 葉山国際 北原 弘 伊豆にらやま 細川 武 富士箱根

半田 明 東京五日市 北島 斎 富士 伊藤 仁 相模原 坪井 晴雅 大利根

門間 明 富士 佐藤 信吉 横浜 落合 義徳 小田原･松田 金原 正義 嵐山

大谷 勝彦 戸塚 染谷 健市 扶桑 山本 清司 大洗 木目田 碩史 戸塚

鈴森 一喜 浜野 井端 和生 大熱海国際 岡村 武夫 横浜 吉原 実 鶴舞

福島 毅 嵐山 林 俊安 ロイヤルスター 内田 高之 戸塚 成田 正義 清川

小林 隆行 戸塚 浅川 辰彦 武蔵 小泉 光一郎 湘南シーサイド 向笠 照夫 大熱海国際

石井 敏郎 津久井湖 松本 滋彦 富士小山 千葉 浩 嵐山 中山 博義 大相模

細野 正明 オリムピック 神山 逸志 戸塚 石川 重人 鎌倉 大阿久 武雄 津久井湖

俵 聖徳 富士箱根 村松 賢次 富士チサン 山崎 孝 横浜 荒川 泰治 清川

中原 久方 富士御殿場 齋藤 博活 万木城 林 秀次郎 扶桑 志村 雅男 津久井湖

牧谷 秀昭 相模原 堂本 好壮 戸塚 加部 嗣男 東名 水野 清 鶴舞

長船 正人 東名 山田 秀一 中津川 石井 哲夫 東京湾 有田 是彦 相模野

浜橋 基樹 戸塚 古屋 浩 東名厚木 江隈 昭人 ゴールド木更津 石田 真吾 GMG八王子

高橋 政彦 ロイヤルスター 山口 賢一郎 富士小山 加藤 昭 チェックメイト 青山 喜美男 秦野

池谷 雅義 沼津 中村 彰宏 横浜 松井 康夫 東名 片山 正八 中山

真道 豊 レインボー 廣瀬 治彦 総成 萩原 克爾 戸塚 石井 康夫 戸塚

鈴木 正剛 横浜 西郡 憲治 浜野 佐藤 政弘 平塚富士見 安藤 康郎 大相模

小西 隆昭 レインボー 原 繼雄 横浜 野中 直広 豊岡国際 橋本 有康 箱根

山下 一郎 チェックメイト 阿部 逸朗 鶴舞 片倉 忠雄 平塚富士見 日吉 健二 東京湾

花岡 道良 鶴舞 古賀 剛大 霞南 三橋 信介 相模原 久保寺 大也 戸塚

篠崎 正一 清川 山本 利次 真名 青木 守喬 戸塚 村瀬 雅宣 鳳琳

青木 克浩 東京湾 椎木 茂 富士小山 松森 実 かずさ 羽切 理光 富士宮

稲生 純也 大熱海国際 渡辺 元嗣 富士チサン 青木 政雄 東京湾 安藤 利光 東京湾

原 清志 中津川 島路 清惠 横浜 杉崎 勝廣 南富士 森永 正隆 鷹之台

山口 純一 相模原 谷 重次 東名 大石 義数 大相模 鈴木 伴昭 戸塚

金谷 峯吉 大熱海国際 扇 徳男 湯河原

平野 洋一 大厚木 千坂 光博 ロイヤルスター

高橋 孝和 レインボー 木本 紀嗣 姉ヶ崎

石井 基雄 平塚富士見 薗 保治 富士箱根

競技委員長　吉野統治
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