
平成22年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第6ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:京葉カントリー倶楽部

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

塩田 一史 白鳳 小林 正幸 中山 宇田川 義幸 サンレイク 岩崎 雅文 中山

荒谷 勝俊 千葉夷隅 原田 武尚 大利根 金子 哲也 セベ・バレステロス 片岡 正治 グレンオークス

岩本 慎治 京葉 河田 敏秀 袖ヶ浦 武井 康郎 源氏山 荻島 征彦 京

亀田 欣吾 総武 平岡 基成 千葉桜の里 橋本 哲夫 総武 仲森 良樹 房総

奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 谷内 三千夫 カレドニアン 金岡 治久 新千葉 村山 大 桜

桐生 峰男 ブリック＆ウッド 太田 好美 カナリヤガーデン 毛利 元昭 立野クラシック 杉山 稔 総武

平岡 成介 京葉 不二原 正治 ロイヤルスター 今野 勲 真名 布施 敬三 袖ヶ浦

村越 典彰 鹿野山 白石 智一 東我孫子 宮崎 哲生 アスレチック 岩田 和広 小田原･松田

橋本 征道 東千葉 大塚 洋二 姉ヶ崎 田嶋 宏光 袖ヶ浦 北澤 浩二 新千葉

松下 宗嗣 セベ・バレステロス 臼澤 昭彦 立野クラシック 寺田 憲児 中山 藤井 貴博 京葉

宮内 幹穂 レインボーヒルズ 門田 実 新千葉 早水 省吾 アスレチック 鈴木 良太 ロイヤルスター

竹石 要佑 筑波 岡村 善裕 平川 長谷川 雄幸 姉ヶ崎 杉山 宣行 房総

真辺 則光 総武 櫻口 知也 アスレチック 廣瀬 裕 姉ヶ崎 村松 弘章 京

安室 信成 ロイヤルスター 久保 真一郎 浜野 河辺 純雄 鎌ヶ谷 小林 祐介 東千葉

田中 慎一郎 サンレイク 溝端 隆一 千葉 斉木 弘志 長南 鈴木 克彦 ザ・レイクス

秋保 宏之 オーク・ヒルズ 小原 剛一 セベ・バレステロス 鈴木 秀恒 カレドニアン 山崎 直久 京葉

黄原 鐵夫 立野クラシック 岩本 直樹 千葉夷隅 森本 正博 グレンオークス 和田 泰治 房総

佐藤 雅彦 カレドニアン 篠崎 英行 新千葉 木村 勝巳 真名 中上 浩三 浜野

角田 浩 那須小川 山野 純也 立野クラシック 藤井 悟道 ロイヤルスター 渡部 美和 鹿野山

寺田 和一 東千葉 山端 孝博 オーク・ヒルズ 渡辺 丈裕 千葉夷隅 永井 耕一 レインボーヒルズ

笠川 直喜 平川 窪田 一樹 スプリングフィルズ 平川 裕秋 ロイヤルスター 鈴木 正一郎 成田ハイツリー

町田 吉太郎 木更津 藤井 洋介 京 松戸 正男 長南 松下 定弘 セベ・バレステロス

水野 茂 房総 小野 和男 スカイウェイ 篠塚 猛人 東京湾 松浦 竜太 源氏山

及川 芳裕 ロイヤルスター 宮本 雄司 龍ヶ崎 寺尾 聖一郎 真名 石井 泰行 京

倉島 保一 真名 森塚 浩 カナリヤガーデン 深澤 一三 グレンオークス 河内 喜文 水戸

石毛 昌則 新千葉 長山 寿也 千葉国際 齋藤 博活 万木城 嶌田 真一 小田原･松田

品部 祐児 ブリック＆ウッド 植草 竜太郎 京 佐藤 充利 成田ハイツリー 山本 利次 真名

町田 重和 木更津 千野 英樹 中山 鈴木 淳一 横浜 川崎 豊 千葉夷隅

山下 一郎 チェックメイト 早河 清五 カレドニアン 大塚 一徳 花生 森口 洋充 東京湾

公原 一 千葉桜の里 田中 博之 グレンオークス 居石 春満 長太郎 桜井 秀剛 平川

高橋 一君博 総武 會田 善文 鶴舞 八木 伸二 東千葉 川上 愼一 ロイヤルスター

齋藤 元志郎 真名 大塚 秀人 藤ヶ谷 松原 伸夫 京 小鳥 英樹 東筑波

鈴木 洋 成田GC 木村 裕亮 セントラル 内野 忠徳 鶴舞 北澤 雅一 京

柏村 巌 京 西 庄二 富里 斉藤 正己 セントラル 高橋 修 宍戸ヒルズ

川崎 忠 真名 遠藤 直樹 立野クラシック 原 克宣 小田原･松田 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド

布川 義久 袖ヶ浦 佐治 孝彦 ザ・レイクス 平林 淑民 立野クラシック 牛尾 雄一 東京湾

競技委員長　渡　辺　　章
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