
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第9ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:本厚木カンツリークラブ

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

松下 義晴 イーグルポイント 中村 勝一 東名厚木 加藤 隆夫 浜野 平本 達哉 相模原

東 秀康 富士箱根 小柳 式夫 セゴビア 冨永 学 嵐山 榎本 幸和 オリムピック

中村 英彦 富士 小久江 正人 ミオス菊川 大槻 育伸 本厚木 谷 重次 境川

増田 寛之 浜松シーサイド 鈴木 克也 ゴールド木更津 永田 邦春 セゴビア 斉藤 清裕 東名

井上 昌樹 ブリック＆ウッド 畑野 匡利 相模原 永山 守 大相模 元木 努 多摩

中山 照朗 都留 茅野 弘喜 諏訪湖 入江 裕二 姉ヶ崎 牧野 佳伸 大相模

片岡 弘幸 南総 松田 薫 大相模 田中 伸一 伊勢原 名取 輝高 諏訪湖

横内 応佳 境川 下村 忠 伊豆にらやま 水池 祐 フレンドシップ 國生 猛 大厚木

屋代 亮 大厚木 鈴木 昭彦 沼津 花吉 精一 津久井湖 中村 勝郁 伊勢原

武藤 永男 相模原 青山 喜美男 秦野 山本 二朗 オーク・ヒルズ 竹内 篤 猿島

帖佐 寛巳 伊勢原 島路 清惠 横浜 大高 弘昭 浜松シーサイド 山口 賢一郎 富士小山

杉之間 信明 富士小山 長谷川 太郎 平川 森 光弘 葉山国際 池田 憲治 境川

風間 智行 小田原･松田 谷口 徹 大相模 石井 保行 清川 加藤 正基 鎌倉

山口 善久 東名厚木 田中 耕介 セントラル 三堀 浩司 横浜 中原 正人 大相模

盛 英夫 沼津 大沼 貴史 小田原･松田 大川 博史 鶴舞 小澤 広之 大厚木

猪股 英昭 富士箱根 中村 由一郎 鶴舞 杉山 満 富士 原川 博明 愛鷹

榎本 雄文 中津川 籠手田 安朗 大厚木 安藤 秀二 浜野 岡部 義郎 沼津

廣澤 幹久 本厚木 青木 一夫 津久井湖 関 晴樹 大相模 井上 豪 富士小山

篠崎 勝則 大厚木 鈴木 明 都 小野寺 智夫 南総 高橋 康佑宏 富士箱根

忍足 肇 相模 松元 正秀 エンゼル 光信 直長 東千葉 江野 則秀 箱根

光山 富夫 横浜 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 水田 文生 ブリック＆ウッド 玉木 田秀 オリムピック

奥澤 茂 喜連川 鈴木 克彦 東名厚木 岩橋 雅一 小田原･松田 大谷 裕一郎 小田原湯本

日比生 泰宏 相模原 信岡 史将 富里 山岸 大 イーグルポイント 橋本 邦夫 茨城

瀬戸 千尋 伊勢原 川島 治 南富士 古賀 英人 富士 中井 信吾 伊豆にらやま

手島 豊 東名厚木 小林 正尚 レインボー 松尾 勝人 鎌ヶ谷 山ノ上 利充 秦野

安達 光宣 リバー富士 坪井 浩一 大相模 原田 仁史 千葉夷隅 角田 浩導 東千葉

大坪 誠 横浜 江成 浩 津久井湖 中村 彰宏 横浜 鈴木 優也 津久井湖

河邊 博和 中津川 黒田 隆雅 東京国際 吉原 実 鶴舞 柳澤 信吾 袖ヶ浦

杉山 賢治 本厚木 宗田 昭彦 東千葉 光山 成夫 東名 城埜 尚之 カナリヤガーデン

平本 文明 相模原 鈴木 正剛 横浜 関口 洋一 大厚木 栗原 英樹 東名厚木

小菅 憲太郎 箱根 星野 晃一 鶴舞 藤原 功司 ブリック＆ウッド 鈴木 修 富士

野口 道男 ブリック＆ウッド 青木 洋一郎 嵐山 蛯名 忠親 チェックメイト 森山 直樹 中津川

松村 滋基 ファイブエイト 大野 達朗 箱根 犬飼 修三 鳩山 大湊 一郎 浜野

小保方 徹 皐月･佐野 井上 信明 小田原･日動御殿場 岡田 佳也 白鳳 永田 剛士 菊川

阿部 俊幸 秦野 安藤 康郎 大相模 吉田 泉 浜松シーサイド 飛田 正吉 小田原･松田

松井 篤 沼津 丹野 富壽 伊豆にらやま 秋山 定俊 相模原 中川 雅義 沼津

競技委員長　矢　野　隆　男

8 9:03 17 10:24

10 9:21

16 10:15

12 9:39

13 9:48

15 10:06

9:21

7 8:54

3 8:18

4 8:27

6 8:45

9:30

5 8:36 14 9:57

8:00

2 8:09 11

10

8:54

8:00

8:09

8:18

8:27

8:36

8:456

7

1

2

3

4

5

11 9:30

12 9:39

13 9:48

16 10:15

14 9:57

15 10:06

18 10:339 9:12

平成22年8月23日（月）

18 10:339 9:12

17 10:248 9:03

1


