
平成23年度　関東アマチュアゴルフ選手権第4ブロック大会
組合わせおよびスタート時間表 於:浜野ゴルフクラブ

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

湯川 国秋 千葉 斉藤 剛 リバーサイドフェニックス 姜 秀一 佐原 林 剛史 南総

山口 拓也 東名厚木 屋代 亮 大厚木 平本 文明 相模原 宇賀神 遥 小田原･松田

松下 宗嗣 セベ・バレステロス 石井 孝一 千葉夷隅 日暮 浩之 藤ヶ谷 副田 裕斗 城里

宮下 雄一 浜野 村越 元彰 宍戸ヒルズ 今村 幹隆 グリーンパーク 大川 将弥 レインボーヒルズ

村山 浩伸 エーデルワイス 奈良 泰佑 クリスタル 井川 智一郎 初穂 桜井 延秋 新千葉

並木 伸吾 アバイディング 松下 定弘 セベ・バレステロス 鈴木 久男 千葉廣済堂 浅田 かれら ツインレイクス

伊藤 英之 ロイヤルスター 佐藤 洋三 アスレチック 徳嶽 太 伊勢原 吉田 歩生 佐原

長船 佑紀 新千葉 稲吉 久信 千葉 内藤 慶 東千葉 佐久間 淳 千葉夷隅

柳澤 知己 扶桑 松本 武夫 成田GC 黒子 光貴 ダイヤグリーン 真辺 則光 総武

児玉 博 茨城ロイヤル 野妻 秋美 鹿沼 隈元 安雄 麻生 片岡 弘幸 南総

町田 吉太郎 木更津 永野 雄亮 かずさ 村上 雄太 南総 布川 義久 袖ヶ浦

倉島 保一 千葉県アマ協会 杉山 稔 総武 向後 実洋 東名厚木 斎藤 軽信 クリスタル

金子 泰雄 成田GC 奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 塩田 一史 白鳳 平野 海里 鹿沼72

森 甚 袖ヶ浦 久我 拓也 新千葉 高花 翔太 鹿沼 岩橋 和輝 大厚木

桂宮 將 大浅間 内山 眞一 成田GC 風間 智行 小田原･松田 神農 英和 平川

中上 浩三 浜野 金子 光規 レインボー 長井 淳平 中央学院大 佐藤 正樹 ブリック＆ウッド

水上 晃一 袖ヶ浦 長澤 幸治 ニッソー 加藤 俊英 唐沢 佐藤 有生 新・ユーアイ

渡部 美和 鹿野山 石渡 和輝 新千葉 小岩井 亮輔 城里 上迫 友貴 千葉国際

吉田 文雄 東松山 小川 文也 城里 佐藤 喜三夫 平川 粉川 直孝 千葉

荒谷 勝俊 千葉夷隅 浅見 雄大 白水 野口 道男 ブリック＆ウッド 守屋 玄 平川

海野 克己 猿島 井沢 一彦 桐生 高野 欣也 成田東 原田 晃 袖ヶ浦

森 光弘 葉山国際 桜井 秀剛 平川 山崎 一夫 太平洋・佐野ヒルクレスト 尾崎 貴将 鷹彦スリー

佐藤 大悟 中央学院大 津田 宏尚 成田GC 鈴木 浩 藤ヶ谷 豊田 弘司 万木城

不二原 正治 ロイヤルスター 田中 孝幸 佐久平 長尾 泰希 狭山 秋山 定俊 相模原

岡野 洸平 日本大 関 徹也 赤城国際 田中 豪 宍戸ヒルズ 信岡 史将 成田GC

小山 雄二 アスレチック 小林 雅美 阿見 志村 哲 猿島 水田 文生 ブリック＆ウッド

西村 國彦 袖ヶ浦 山城 康博 東千葉 高橋 昌也 佐久平 持田 哲哉 伊香保GC・岡崎城

名取 輝高 諏訪湖 広瀬 照康 成田東 川崎 利彦 オーク・ヒルズ 川崎 純 南総

平山 芳照 ノースショア 佐藤 圭胤 富岡 中山 仁 凾南 國近 和寿 千葉桜の里

澁谷 重氏 新千葉 後藤 浩 セベ・バレステロス 武内 友基 パ協 星野 真 セベ・バレステロス

渡辺 賢 法政大 福原 翔太 山田 牛尾 雄一 東京湾 花田 直樹 ツインレイクス

櫛山 卓哉 スカイウェイ 金 煕謙 佐久平 木村 浩貴 初穂 市田 雅亮 袖ヶ浦

櫻口 知也 アスレチック 岩橋 史弥 大厚木 高田 聖斗 米山水源 浅野 正幸 東千葉

坂田 俊介 専修大 金井 篤司 玉川 神田 陽介 石岡・ウエスト 津田 雄司 パ協

大沼 祐介 セントラル 篠原 和男 京葉 松坂 綾太 京 小寺 聡司 習志野

呉山 淳一 袖ヶ浦 宮上 元伸 立野クラシック 平子 尚丈 大相模 大沼 貴史 小田原･松田

競技委員長　坂　崎　　たかし

平成23年5月13日（金）

18 10:359 9:14

17 10:268 9:05

1

18 10:339 9:12

13 9:48

16 10:15

14 9:57

15 10:06

11 9:30

12 9:39

6

7

1

2

3

4

5

10

5 8:38 14

8:54

8:00

8:09

8:18

8:27

8:36

9:23

7 8:56

3 8:20

4 8:29

6 8:47

8:0210 9:21

16 10:17

12 9:41

13 9:50

15

9:59

10:08

8 9:03 17 10:24

9:322 8:11 11

8:45


