
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:青梅ゴルフ倶楽部　東・西コース

参加者数　139名
１番(東コース）よりスタート １０番(西コース）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

辻 啓一 嵐山 箕山 理 富士 豊田 英伸 富士宮 水野 正雄 太平洋・佐野ヒルクレスト

平山 康則 立川国際 岩浪 英五 オリムピック 足達 信 東名 中跡 朝臣 富士宮

増田 茂 武蔵松山 伊藤 一彦 鷹彦スリー 畔上 隆治 さいたま梨花 秋山 大 富士

鈴木 健一 富里 甘利 常仁 東京五日市 手塚 久仁彦 立科

藤原 康裕 さいたま梨花 斉藤 清人 オリムピック 大柳 博也 立川国際 折田 皓二 青梅

橋本 圭司 八王子 土田 晃成 さいたま梨花 田中 良博 寄居 岡村 一八 長太郎

岸野 一夫 キングフィールズ 田中 誠 浜野 嶋田 憲人 青梅 小笠原 信 鶴舞

澤井 裕一 青梅 鹿山 智弘 東京五日市 野辺 隆志 東京五日市 近藤 雅英 相模湖

久保田 俊昭 立川国際 鳥山 剛 鹿沼 露木 実 東名厚木 井上 太 立川国際

島村 敏 八王子 濱田 正行 清川 佐口 昭雄 東松苑 豊嶋 明雄 都留

加園 真佐巳 藤岡 伊藤 泰介 立川国際 田中 英次 GMG八王子 来住野 忠之 さいたま梨花

服部 光宏 アバイディング 蕪木 登 ザ・レイクス 池之上 透 東ノ宮 加藤 道雄 鶴

田中 義仁 相模湖 柳 秀煕 立川国際 和田 博 東京五日市 長谷部 浩志 エーデルワイス

久保田 伸 美浦 林 和彦 ユニオンエース 土田 恭章 藤岡 中島 智明 千葉廣済堂

小泉 和章 都留 大西 治良 富里 長尾 博文 青梅 鳥山 良雄 立川国際

川崎 敏夫 大厚木 丸山 勇人 相模湖 井上 和仁 八王子 若林 俊幸 鳩山

山中 秀一 青梅 佐藤 幹夫 藤岡 阿部 逸朗 日高 本多 栄一 立川国際

小谷野 文孝 飯能 義山 鐘立 立川国際 菊地 耕二 嵐山 田邉 光男 飯能

峯 真吾 鹿沼 田渕 裕民 青梅 高橋 敏彦 東名厚木 青木 豊 青梅

和田 雅英 東京五日市 中村 英一 桜 出崎 清人 東名 川原 和哉 府中

上甲 惠雄 青梅 義澤 彰 大相模 根米 健之 グレンオークス 長田 晃 沼津

岡 時彦 リバーサイドフェニックス 小谷野 希市 飯能 三上 修平 エーデルワイス 石井 孝一 千葉夷隅

片山 正 上野原 田村 伸光 太田双葉 中村 潤 立川国際 吉川 正憲 熊谷

長船 正人 東名 熊田 善和 青梅 榎本 和彦 新千葉 小澤 源太郎 武蔵松山

曽根 一彦 埼玉国際 大村 英雄 東名厚木 清水 正一 青梅 津村 信彦 八王子

渡邉 明稔 森林公園 西島 健彦 相模湖 内田 圭信 武蔵野 吉田 辰雄 藤岡

西 悦男 青梅 荒井 錦哉 立川国際 田村 仁 緑野 有我 栄一郎 鶴舞

大神田 巧 河口湖 高瀬 基次 エーデルワイス 竹本 清 ザ・レイクス 堀内 健 千葉国際

中嶋 規夫 青梅 新井 義弘 日高 小見山 和也 船橋 水上 冨登 府中

大瀧 初明 藤岡温泉 高橋 宗近 浜松シーサイド 佐々木 章 八王子 片宗 禎弘 千葉桜の里

天野 正行 立川国際 夛田 勇二 八王子 戸高 明人 青梅 椙田 一男 GMG八王子

櫻井 通有 岡部チサン 宮上 元伸 立野クラシック 梅沢 久武 GMG八王子 小川 浩司 埼玉

梅澤 武彦 相模原 金井 修一 大相模 川崎 利彦 オーク・ヒルズ

岩垂 一博 さいたま梨花 富田 雅之 麻倉 片野 誠一 青梅

呉屋 朝幸 青梅 丸山 真 武蔵 伊藤 佐一 日高

濱本 行記 下秋間 高橋 義昭 塩原 金子 憲三 緑野

競技委員長　豊　泉　幸　夫
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