
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選
組合わせおよびスタート時間表 於:小金井カントリー倶楽部

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

勝田 兵吉 箱根 鈴木 栄一 南摩城 伊藤 幸信 入間 大塚 克史 武蔵

西部 純一 東京五日市 小林 祐治 東京 萱槙 伸祐 武蔵 渡辺 能邦 武蔵野

吉岡 剛 鎌倉 中川 言一 GMG八王子 込谷 久雄 東京五日市 佐藤 秀樹 美里

森永 正隆 鷹之台 高瀬 幸史郎 沼津国際 浜村 拓也 オリムピック 宮地 陽一郎 江戸崎

長島 洋介 真名 岡田 睦広 レーサム 池田 陽介 武蔵 繁田 光 武蔵

本多 秀次 浦和 中根 俊幸 越生 森口 貴資 秦野 石井 靖人 ブリック＆ウッド

茂呂 和久 鷹之台 宮下 恵 万木城 萩原 篤博 箱根 市川 隆夫 江戸崎

菅井 雅之 嵐山 西山 昌彦 筑波 家泉 英明 東千葉 岡田 成寛 阿見

緑川 貴 レインボー 森崎 豪 津久井湖 馬場 康次 武蔵野 笠原 正光 入間

深井 純 小金井 奥村 康徳 千葉 八木 秀夫 立科 大場 歓 埼玉国際

中村 洋和 美里 石川 重人 鎌倉 皆藤 慎太郎 富里 永井 英輔 東京国際

山口 愼一 東名 内野 秀紀 オーク・ヒルズ 寒河江 義則 美浦 細野 敏彦 武蔵野

三原 直樹 寄居 蛯原 英光 江戸崎 三ツ木 隆之 東京五日市 秋保 隆 寄居

宮島 輝喜 東京 武富 聡範 美里 井筒 政通 オリムピック 長谷川 主一 オリムピック

手島 精一 立科 芦沢 幸太郎 阿見 鈴木 和浩 さいたま梨花 高山 薫 嵐山

網代 栄一 鶴舞 長浜 浄 相模野 村上 京二朗 大相模 大原 一浩 富士小山

石田 竜元 高根 吉田 勉 オリムピック 星野 英章 磯子 三上 武史 岡部チサン

森田 聡史 GMG八王子 小川 敬雄 武蔵 毛利 史郎 茨城 落合 滋 さいたま梨花

荒井 建次 寄居 石田 真吾 GMG八王子 浅田 哲也 富士笠間 石山 博明 姉ヶ崎

相田 昌樹 加茂 本澤 顯一 栃木ヶ丘 岡野 公一 東京五日市 渡部 良 東京五日市

澤田 信弘 茨城 小野 太佳司 寄居 佐々木 功一 美里 清水 栄太郎 ブリック＆ウッド

大堤 啓善 阿見 丹羽 基広 小金井 小川 文平 サンヒルズ 春尾 信昭 小田原･松田

杉田 努 GMG八王子 菊池 知己 嵐山 細野 正明 オリムピック 高橋 喜之 大相模

丸山 秀樹 小田原･松田 藤田 政嗣 ロイヤルスター 小林 雅美 阿見 成塚 義治 嵐山

池田 正志 オーク・ヒルズ 梯 輝大 龍ヶ崎 小川 仁志 阿見 関口 芳弘 小金井

内田 裕 美里 矢島 英世 寄居 小池 雅司 東京五日市 住田 日換 永野

平 健次 オリムピック 和田 敏郎 オーク・ヒルズ 阿部 勝彦 嵐山 池田 純 東名厚木

冨田 進 岡部チサン 八尾 厚史 東京 大場 邦夫 大相模 比留間 基好 寄居

藤沼 拓人 入間 松嶋 隆 ロイヤルスター 森谷 慎二 ロイヤルスター 平方 彰 伊香保国際

鈴木 敏夫 茨城 師玉 勉 オーク・ヒルズ 戸頃 文明 千葉夷隅 小張 秀勝 東京五日市

平井 英宣 武蔵 大久保 訓 浦和 篠崎 大祐 GMG八王子 森久保 剛 津久井湖

石嶋 剛 江戸崎 有馬 哲也 東名厚木 原之園 博 東京五日市 東本 修 太平洋・佐野ヒルクレスト

飯岡 勝利 ロイヤルスター 釜谷 正宏 富士小山 伊藤 栄輔 上武 平子 尚丈 大相模

増田 隆司 入間 斉藤 正人 南総 瀬戸 信昭 鷹之台 篠崎 州央 千葉国際

岩下 嘉之 龍ヶ崎 佐藤 豊 あさひヶ丘 佐藤 力 美里 柴田 博文 ザ・レイクス

竹平 卓生 東名厚木 大竹 徹 高根 小浦 博明 オリムピック 波多野 直樹 東千葉

競技委員長　小　池　　　浩
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