
平成23年度　関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:麻倉ゴルフ倶楽部

参加者数　116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

會田 一 鶴舞 関口 洋一 平塚富士見 浅見 友則 麻倉 仲森 良樹 房総

陶 章司 甘楽 鈴木 茂 猿島 徳山 権一 富里 金田 幸一郎 船橋

佐藤 文友 セゴビア 藤田 政嗣 ロイヤルスター 平沢 敏昭 加茂 石毛 健太 新千葉

根米 健之 グレンオークス 堀内 和昭 姉ヶ崎 冨塚 勝 ブリック＆ウッド 宇田川 聡士 成田東

柳澤 信吾 袖ヶ浦 渡邉 浩 千葉 上田 和永 成田ハイツリー 大塚 秀人 藤ヶ谷

角田 裕志 大秦野 田口 陽一 狭山 指吸 敏彦 麻倉 茂呂田 雅幸 ブリック＆ウッド

本山 年夫 猿島 青木 良亮 宍戸ヒルズ

松丸 佳孝 成田東 中本 裕基 岡部チサン 門田 実 新千葉 芝田 進弘 麻倉

黒田 真彦 京 富田 雅之 麻倉 宮崎 哲生 アスレチック 市原 澄彦 イーグルポイント

徳永 聖也 成田ハイツリー 加藤 友樹 成田東 茂貫 太郎 阿見 加瀬 博章 東千葉

李 栄浩 セゴビア 小玉 雅 烏山城

千北 光仁 麻倉 黒田 大成 成田東 黄原 鐵夫 立野クラシック 藤原 功司 ブリック＆ウッド

田嶋 宏光 袖ヶ浦 中澤 和司 麻倉 島袋 高志 太平洋・佐野ヒルクレスト 大須賀 和博 千葉

松本 浩 霞南 小鳥 英樹 大利根 河田 敏秀 袖ヶ浦 大原 浩二 麻倉

高松 純 ブリック＆ウッド

浜村 光一 袖ヶ浦 馬場 雅治 扶桑 佐藤 治嗣 東名厚木 入江 精二 宍戸ヒルズ

小澤 広之 大厚木 昼間 隆之 千葉 猿山 隆二 カレドニアン 舘野 典久 姉ヶ崎

西山 昌彦 筑波 飯岡 勝利 ロイヤルスター 早水 省吾 アスレチック 佐藤 博史 東千葉

竹村 俊彦 麻倉

大塚 俊昭 袖ヶ浦 仙波 譲治 霞ヶ関 高松 孝行 麻倉 富沢 拓馬 総武

渡辺 一博 成田ハイツリー 近藤 高一郎 麻倉 長田 潤 三井の森蓼科 小形 勝利 白帆

戸頃 文明 千葉夷隅 小林 隆寿 ホワイトバーチ 伊藤 政俊 武蔵 伊谷 健 東千葉

木村 和紀 麻倉 小林 孝裕 千葉 衣笠 洋司 カレドニアン

福田 大介 岩瀬桜川 前山 正隆 富士小山 萩原 克芳 ブリック＆ウッド 中馬 秀興 ノースショア

釜谷 正宏 富士小山 難波 紀幸 富里 齋藤 正作 麻倉 當麻 正貴 浦和

柿岡 啓介 習志野 宮下 宜嗣 グレンオークス 松本 一郎 千葉夷隅 脊尾 昌壮 袖ヶ浦

小西 治幸 総武 西山 格之進 慶應義塾大 石原 裕士 東千葉

鈴木 正一郎 成田ハイツリー 生井澤 基博 麻生 布施 和彦 新・ユーアイ

横澤 三男 ニッソー 齋藤 忠昭 茨城ロイヤル 片宗 禎弘 千葉桜の里

古田 宗俊 京 石井 孝之 千葉廣済堂 松原 伸夫 京

内山 大介 オーク・ヒルズ 新井 匠 秋山 富沢 今朝雄 総武

千葉 実 霞南 水口 和之 東筑波

村上 了太 関東国際 仲村 高穂美 グレンモア

村田 雅久 千葉 内藤 裕治 千葉

槙岡 智仁 日本大 松下 義晴 イーグルポイント

競技委員長　小　池　　浩
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