
平成23年度　関東アマチュアゴルフ選手権第12会場予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:平川カントリークラブ

参加者数　123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

布川 義久 袖ヶ浦 呉山 淳一 袖ヶ浦 青柳 一裕 平川 徳嶽 政暁 東名

仲山 信幸 浜野 山岸 風太 鹿沼72 高橋 和久 玉造 豊田 弘司 万木城

溝端 隆一 千葉 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド 森 光弘 葉山国際 平岡 成介 美浦

佐藤 洋三 アスレチック

井本 眞道 姉ヶ崎 熊川 賢司 スカイウェイ 川崎 純 南総 稲吉 久信 千葉

佐野 陽彦 万木城 那須 久治 加茂 田中 耕介 袖ヶ浦 平本 文明 相模原

田中 乙 鎌ヶ谷 根本 秀樹 千葉夷隅 中上 浩三 浜野 宇都 隆博 法政大

西野 耕一郎 袖ヶ浦

尾崎 博 千葉夷隅 平松 政次 アスレチック 神農 英和 平川 副田 裕斗 城里

守屋 玄 平川 佐藤 喜三夫 平川 川崎 豊 千葉夷隅 堀込 伸一 カレドニアン

松下 宗嗣 セベ・バレステロス 鈴木 久男 千葉廣済堂 鈴木 功一 鷹之台 飯伏 修 かずさ

藤本 鎮 ホワイトバーチ

桜井 延秋 新千葉 秋山 定俊 相模原 丹野 宏紀 セゴビア 吉田 潔 鎌ヶ谷

角田 茂晴 平川 粉川 直孝 千葉 原田 晃 袖ヶ浦 佐久間 淳 千葉夷隅

宮下 雄一 浜野 齋藤 哲也 筑波 小野寺 智夫 南総 藤井 貴博 京葉

長船 佑紀 新千葉 桜井 秀剛 平川 並木 良充 千葉夷隅 河野 将人 葉山国際

町田 吉太郎 木更津 池田 正志 オーク・ヒルズ 真辺 則光 総武 斉木 弘志 長南

八木 和男 藤ヶ谷 小山 雄二 アスレチック 大森 規雄 平川 長谷川 太郎 平川

河野 淳一 袖ヶ浦 篠原 和男 京葉 市田 雅亮 袖ヶ浦

田中 久雄 岩瀬桜川 渡部 美和 鹿野山 佐々木 康夫 鶴舞 有川 樂雄 千葉夷隅

荒谷 勝俊 千葉夷隅 岡田 秀幸 鷹之台 岩瀬 光 ノースショア 森 甚 袖ヶ浦

山城 康博 東千葉 鈴木 克也 ゴールド木更津 角 徳文 平川 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス

吉田 昌司 南総 鈴木 雄也 法政大 松尾 繁 平川

細井 源内 千葉 渡辺 賢 法政大 林 剛史 南総 笠川 直喜 平川

田村 一美 千葉夷隅 宇賀神 遥 小田原･松田 徳嶽 太 伊勢原 牛尾 雄一 東京湾

松下 定弘 セベ・バレステロス 堀部 和正 千葉夷隅 並木 伸吾 アバイディング 久保 真一郎 浜野

小野 和男 スカイウェイ 向後 実洋 東名厚木 日暮 浩之 藤ヶ谷

矢内 規夫 茨城 安藤 秀二 浜野 岡本 正幸 東松苑 柳澤 知己 扶桑

寺尾 聖一郎 真名 野妻 秋美 鹿沼 青木 慶太 習志野 石井 孝一 千葉夷隅

岡村 善裕 平川 佐藤 雅道 姉ヶ崎 大部 一成 平川 小寺 聡司 習志野

森口 洋充 東京湾 鈴木 貴文 専修大

水上 晃一 袖ヶ浦 湯川 国秋 千葉 高野 欣也 成田東 松川 亘 セントラル

後藤 浩 セベ・バレステロス 窪崎 浩明 東京湾 平野 海里 鹿沼72 岩本 慎治 京葉

山野 貴之 富里 水田 文生 ブリック＆ウッド 中村 昌弘 かずさ 澁谷 重氏 新千葉

鈴木 浩 藤ヶ谷

競技委員長　鈴　木　昭　満
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