
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:我孫子ゴルフ倶楽部

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

山岸 邦幸 鷹之台 村田 達勇 オーク・ヒルズ 西澤 和之 成田GC 並木 良充 千葉夷隅

大塚 泰一郎 成田GC 友水 基幸 宍戸ヒルズ 細野 博隆 皆川城 原田 晃 袖ヶ浦

加藤 浩之 千葉夷隅 石田 俊一 房総 梅田 伸明 玉造 大関 孝 ニッソー

鈴木 明彦 霞ヶ関 仲長 孝 千葉 大場 紹吉 千葉 篠崎 明 オーク・ヒルズ

志水 政則 房総 原 龍一 万木城 奥峪 一夫 我孫子 高山 知晃 あさひヶ丘

難波 紀幸 富里 池田 匡之 グレンオークス 大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 小林 慶一 府中

吉田 智雄 石坂 有馬 昌宏 千葉国際 小宮 篤 千葉国際 隈元 安雄 レインボーヒルズ

久保田 充 我孫子 吉田 隆俊 我孫子 遠藤 定夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 小園 浩巳 成田GC

本山 年夫 藤ヶ谷 冨永 勝 総武 斉野 恵康 GMG八王子 前山 正隆 富士小山

日暮 俊明 扶桑 鈴木 功一 鷹之台 金田 昌富 筑波 藤本 歩 成田GC

土志田 誠治 府中 荒井 眞一 筑波 横内 義之 喜連川 山崎 進 ホワイトバーチ

田村 和明 玉造 河野 淳一 袖ヶ浦 小原 和久 房総 白川 義則 筑波

石原 紀一 成田東 宮下 宣嗣 グレンオークス 稲吉 久信 千葉 松本 真輔 富里

渡辺 顕展 サンヒルズ 木本 紀嗣 姉ヶ崎 杉本 篤 セベ・バレステロス 岡田 一夫 玉造

藤本 鎮 ホワイトバーチ 藤方 修三 霞台 薄井 滋 我孫子 増田 秀仁 クリアビュー

豊田 茂文 千葉国際 鮫島 周平 習志野 永井 秀史 鶴舞 山本 哲也 習志野

平塚 篤 サニーフィールド 工藤 博 千葉 菅野 智次郎 猿島 平田 利夫 千葉国際

木村 光方 習志野 柴田 文弘 ニッソー 岡田 秀幸 鷹之台 矢作 定雄 龍ヶ崎

松本 宏和 玉造 仲村 高穂美 かずさ 与安 潔 白帆 白井 敏夫 総武

井上 亨 龍ヶ崎 長田 有司 我孫子 岸 俊光 浦和 中野 哲 藤ヶ谷

冨田 茂 富士笠間 岡 靖久 セゴビア 西田 利一 府中 村越 勝 霞台

山田 弘一 ノーザン赤城 松本 武夫 成田GC 會田 一 鶴舞 黒田 大成 成田東

佐々木 良 猿島 高田 康弘 関東国際 田中 日出夫 ノーザン錦ヶ原 根本 秀樹 千葉夷隅

川田 充利 白鳳 勝俣 和久 オーク・ヒルズ 王月 勇 我孫子 山野 貴之 富里

細井 源内 千葉 吉野 斉 房総 川渕 秀徳 房総 才津 博昭 ニッソー

小林 宏輔 我孫子 椎野 俊朗 サニーフィールド 月山 榮敏 セゴビア 児玉 博 茨城ロイヤル

町田 貴敏 皆川城 海老原 寿人 我孫子 高井 聡 岩瀬桜川 杉田 晃浩 玉造

中村 研一郎 クリアビュー 呉山 淳一 袖ヶ浦 村田 雅久 千葉 反町 希一 レーサム

広瀬 照康 成田東 柿沼 博司 皆川城 濱部 浩一 クリアビュー 福山 憲一 習志野

古性 利之 常陽 中村 昌弘 かずさ 近藤 博宣 あさひヶ丘 佐々木 貴志 ニッソー

新倉 正明 千葉 幸田 恭典 ニッソー 蛯原 潤 我孫子 吉田 裕明 嵐山

大内 剛 万木城 新庄 和彦 妙義 斎藤 太津規 扶桑 佐野 陽彦 万木城

小形 勝利 白帆 八木 和男 藤ヶ谷 塩出 輝雄 金乃台 青木 良亮 宍戸ヒルズ

鈴木 浩 藤ヶ谷 吉本 壽宏 南摩城 戸田 光太郎 我孫子 小西 治幸 総武

粉川 直孝 千葉 市田 雅亮 袖ヶ浦 浮ヶ谷 信夫 総武 佐々木 厚史 クリアビュー

山田 英憲 ニッソー 豊田 実 房総 浜島 佳弘 千葉 齋藤 正作 麻倉

競技委員長　鈴　木　昭　満

平成22年8月23日（月）
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