
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第1ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:ヴィンテージゴルフ倶楽部

参加者数　83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

飯塚 裕一 藤岡 伊藤 俊行 富士チサン 細谷 祐生 茨城ロイヤル 中山 秀之 水戸

金井 俊輔 相模湖 木村 芳雄 埼玉国際 高村 和央 富士箱根 志村 好宣 石坂

横川 竜希 東名 中西 正人 カレドニアン 菅野 大太 秋山 林 融 豊岡国際

柳澤 知己 大洗 好井 貴之 ニュー・セントアンドリュース 田村 一美 千葉夷隅

渡邊 晃 オリムピック 博山 守 清川 和田 光司 嵐山

青木 剛 豊岡国際 斉藤 幹夫 宇都宮 大山 和則 スプリングフィルズ

鶴岡 卓 富士箱根 大矢木 正一 姉ヶ崎 平井 寛章 豊岡国際

扇 徳男 湯河原 岡 正博 石坂 北牧 裕幸 長岡

齋藤 哲也 筑波 松永 智雄 水戸

成田 朋正 豊岡国際 三好 海土 オリムピック

薗 保治 富士箱根 渡辺 昭男 富士チサン

田中 孝幸 佐久平 藤森 康年 中央道晴ヶ峰

出浦 功 オリムピック 仁地 隆雄 豊岡国際

伴野 剛文 佐久平 木下 隆 レイク相模

加藤 昭 チェックメイト 杉本 武一 春日居

元場 正彦 浜松シーサイド 峯村 学 穂高

堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 福島 勇 岡部チサン

藤城 拓也 ディアレイク 内田 正典 諏訪レイクヒル

千葉 泰基 成田GC 岩田 吉弘 大厚木

齊藤 隆男 取手国際 中里 匡良 清川

久田 謙 東京五日市 長田 真一 春日居

鹿島 康裕 相模原 小野寺 弘 成田GC

戸澤 賢 ヴィンテージ 藤澤 徹 石坂

加部 嗣男 東名 功刀 昭彦 ヴィンテージ

西原 浩司 ギャツビイ 佐々木 進 津久井湖

三好 一成 習志野 佐藤 隆 春日居

山口 勝広 津久井湖 山口 雅行 オリムピック

小山 宏充 佐久平 平戸 進二 清川

百瀬 一男 オリムピック 市川 裕久 甲斐駒

金森 祐介 富士チサン 上條 英二 秋山

増島 弘幸 大厚木 尻石 邦明 清川

安齊 雅之 秦野 飛田 博也 富士チサン

山田 幸彦 春日居 高橋 昌美 ヴィンテージ

川原 修 富士箱根 市川 浩 佐久平

山口 征郎 横浜 片野 由次 オリムピック

遠藤 裕之 オリムピック 岡 正和 石坂

競技委員長　吉　野　統　治

平成22年8月24日（火）
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