
平成23年度　関東シニアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:富士カントリークラブ

参加者数　139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

原 隆昭 高麗川 小林 一三 リバー富士 矢島 茂 春日居 笠原 智栄 相模湖

井上 義隆 レインボー 山本 二朗 相模原 東 募 箱根 米山 福吉 富士小山

高瀬 幸史郎 沼津国際 松倉 幸一郎 府中 木本 紀嗣 姉ヶ崎 向笠 照夫 大熱海国際

高木 克巳 都 植田 浩義 麻生 高村 淳 成田ハイツリー

渡辺 元嗣 富士チサン 加部 嗣男 東名 小川 清正 霞ヶ関 志田 正陽 富里

勝俣 忠義 富士 手塚 浩二 あづみ野 稲生 純也 大熱海国際 原 秀定 伊勢原

橋本 有康 箱根 太田 敏彦 沼津 細野 正明 相武 鏑木 恒雄 東名厚木

斎藤 博文 富士箱根 安部 俊人 境川 小嶌 晴夫 高麗川 鳴海 淳 東京カントリー

鈴木 正剛 横浜 杉田 敬三 武蔵野 村松 賢次 富士チサン 帖佐 寛巳 伊勢原

中井 教尋 富士チサン 加藤 勝彦 新千葉 岡村 武夫 横浜 中村 彰宏 横浜

佐々木 巧 相模湖 齋藤 哲也 筑波 大竹 徹 高根 川原 和哉 府中

山崎 哲雄 鶴舞 松島 敏之 GMG八王子 簑島 利文 平塚富士見 西田 豊明 富士小山

中原 いおり 凾南 野中 直広 豊岡国際 植松 寧 伊豆国際 亀ケ谷 修 レインボー

青山 喜美男 秦野 伊藤 甲一 富士箱根 開坂 芳光 鎌倉 大井 敏男 富士御殿場

柏田 諄 東京国際 金谷 峯吉 大熱海国際 荻野 英治 昇仙峡 田村 昌三 府中

吉原 実 鶴舞 東福寺 勝昭 東京国際 井端 和生 大熱海国際 冨井 実雄 富士

幸田 精司 平塚富士見 伊藤 浩紀 エーデルワイス 干場 貫二 セゴビア 西野 伸幸 森林公園

阿部 逸朗 日高 平本 文明 相模原 五十嵐 利雄 伊豆にらやま 山本 法生 富士チサン

黒岩 一紘 府中 山本 三千夫 富士チサン 椎木 茂 富士小山 安達 光宣 リバー富士

梅田 佳孝 都留 原田 英男 あづみ野 小久江 正人 ミオス菊川 片山 正八 中山

浜橋 基樹 戸塚 落合 義徳 小田原･松田 白井 信明 愛鷹 戸祭 康夫 日光

山中 昭彦 富士箱根 小林 光幸 富士平原 矢島 秀世 寄居 小沼野 憲一 東松苑

土志田 誠治 府中 小西 隆昭 レインボー 加藤 昭 チェックメイト 佐藤 政弘 平塚富士見

藤城 悠 ディアレイク 高田 安和 東名 小野里 篤雄 レーサム 露木 優 小田原･松田

柳橋 一之 扶桑 安藤 利光 東京湾 和田 憲一郎 ホロン 山本 利次 真名

石井 基雄 平塚富士見 今戸 節夫 箱根 瀧澤 光雄 我孫子 扇 徳男 湯河原

王月 勇 我孫子 西村 國彦 袖ヶ浦 高梨 正義 平塚富士見 高橋 重司 東名

田口 操 ノースショア 兼坂 慶三 府中 沼田 正己 箱根 鈴木 隆之 小田原･日動御殿場

薗 保治 富士箱根 細川 武 富士箱根 上田 和永 成田ハイツリー 羽切 理光 富士宮

田中 倉造 日高 益田 一利 戸塚 江隈 昭人 ゴールド木更津 水上 富登 府中

松井 康夫 東名 入江 久則 足柄森林 阿藤 晋一郎 都留 丸山 康夫 ヴィンテージ

鮫島 康孝 箱根 坂田 一郎 宇都宮 臼井 隆 凾南 阿部 孝信 日光

川原 修 富士箱根 西田 利一 府中 大日向 明 富士

渡辺 史郎 相模湖 山口 賢一郎 富士小山 加藤 敏郎 凾南

山森 恵一 都留 窪田 哲郎 相模湖 平戸 進二 清川

菱山 富美男 府中 山崎 敏夫 メイプルポイント 藤原 豊信 富士小山

競技委員長　矢　野　隆　男

平成23年7月7日（木）
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