
平成23年度　関東ミッドシニアゴルフ選手権決勝競技
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　134名
(第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー）

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

高橋 敏 大秦野 松井 康夫 東名 坂本 勝治 フレンドシップ 森永 正隆 鷹之台

青木 勇 武蔵松山 呉山 淳一 袖ヶ浦 椎貝 満範 東京よみうり 伊東 祐次 千葉

酒井 健二 江戸崎 小澤 達 東京湾 小野 進 水戸 原 秀定 伊勢原

田中 東明 相模 石井 幹 千葉桜の里

赤坂 設男 都 北原 弘 伊豆にらやま 河村 友正 龍ヶ崎 石井 富夫 埼玉

矢吹 元良 ゴールデンレイクス 阿部 忠夫 チェックメイト 伊藤 佐一 日高 扇 徳男 湯河原

隈元 安雄 レインボーヒルズ 工藤 利明 埼玉国際 荻島 富雄 武蔵野 高橋 久雄 東松山

七島 正勝 セベ・バレステロス 渡辺 千洋 小田原･松田 谷 猛夫 東松山 高田 幸夫 南摩城

挽野 建夫 大厚木 上重 修 東千葉 菅 克久 清川 吉岡 幸夫 茨城

田村 昌三 府中 関口 茂 長太郎 内藤 松雄 日高 鈴木 泉 大洗

木島 侑二 房総 渡辺 善一 相模湖 青木 茂 武蔵野 斉藤 征修 南摩城

安部 俊人 境川 伊坂 弘道 立川国際 長田 晃 戸塚 兼松 忠 寄居

長谷川 毅 下田城 藤城 悠 ディアレイク 菊池 宗雄 伊香保 小林 祺一郎 富士チサン

指田 博 多摩 大山 四郎 新千葉 高木 克巳 都 瀧 正元 プリンスランド

鮫島 恒男 船橋 大井 直樹 かずさ 内山 孝宏 セントラル 内田 功一 埼玉

新津 淳 日光 高安 信行 大洗 竹村 昭雄 嵐山 河原 正雄 白帆

佐藤 和男 秋山 元木 幸治 藤岡 内藤 忠勝 岡部チサン 前田 房夫 相模野

大森 健二 浅見 坂本 章二 東松山 竹原 政男 嵐山 渡邉 孝雄 鹿野山

杉山 剛正 川越 小久保 武夫 小川 野沢 元 富士チサン 内田 幸穂 津久井湖

平戸 進二 清川 安島 大三 水戸グリーン 橋本 有康 箱根 今井 喜平 相模原

大野 好儀 嵐山 大東 邦昭 東松山 中根 孝夫 房総 山中 茂 草津

山田 勧 東千葉 金子 正史 横浜 中山 照朗 都留 生居 慎司 日本海

諸橋 泰 東京 林 瑞祥 嵐山 栗原 宏之 扶桑 鈴木 道明 東我孫子

神山 逸志 戸塚 信沢 努 GMG八王子 鈴木 元則 習志野 浅野 昭治 一の宮

中原 いおり 凾南 石井 龍男 麻倉 巴山 健一 立川国際 渡辺 和喜 船橋

徳永 一充 龍ヶ崎 吉村 平次郎 川越 竹島 長康 飯能グリーン 寺田 溥一 扶桑

小島 勝男 オーク・ヒルズ 山本 利次 真名 小林 茂樹 東ノ宮 羽切 理光 富士宮

友部 宣之 富士笠間 星野 正治 武蔵野 山本 法光 GMG八王子 加藤 明 鎌ヶ谷

三枝 節 藤ヶ谷 木村 芳雄 埼玉国際 若田 直樹 桜 増田 收 大相模

猪野 東一郎 中津川 河本 徳三朗 相模原 板橋 理 東松山 金田 昌富 筑波

保科 圭三 セントラル 石井 重次 メイプルポイント 金澤 正幸 白帆 横溝 建夫 秦野

加藤 勲 相模原 酒井 佐之 取手国際 柳田 武 ザ・レイクス 金原 正義 嵐山

遠藤 斌 南摩城 高橋 正次 江戸崎

原 繼男 横浜 佐久間 紀明 栃木ヶ丘

田中 倉造 日高 川島 謙扶 新千葉

中里 征二 東名厚木 杉山 利和 藤ヶ谷

競技委員長　内藤　正幸
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