
平成23年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第8ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:平塚富士見カントリークラブ　大磯コース

参加者数　103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

杉之間 信明 富士小山 小山 武 富士宮 山ノ上 利充 秦野 木村 記章 大秦野

山口 愼一 東名 宮下 恵 万木城 大沼 秀弥 土浦 米澤 秀治 ギャツビイ

西原 浩司 ギャツビイ 笠井 正明 習志野 池田 匡之 グレンオークス 松本 正之 皐月･佐野

風間 智行 小田原･松田 大谷 裕一郎 小田原湯本 片倉 忠雄 平塚富士見

井上 豪 富士小山 野田 憲正 東京カントリー 田中 耕太郎 木更津 鈴木 克也 ゴールド木更津

吉田 章 戸塚 石井 靖人 ブリック＆ウッド 川島 治 南富士 井上 信明 小田原･日動御殿場

高橋 信一 オリムピック 藤森 康年 中央道晴ヶ峰 小山 進一 東名 廣澤 幹久 本厚木

榎本 雄文 中津川 緑川 貴 レインボー 工藤 博 千葉 春尾 信昭 小田原･松田

鈴木 優也 津久井湖 神山 逸志 戸塚 大西 克彦 鹿野山 高井 勝 平塚富士見

豊田 学 館山 千坂 光博 ロイヤルスター 元木 努 多摩 平戸 進二 清川

関口 洋一 平塚富士見 内田 正典 諏訪レイクヒル 島路 清惠 横浜 野月平 章元 大熱海国際

塩澤 錠司 富士宮 石田 哲次郎 小田原･松田 阿部 逸朗 日高 浦 幸夫 鶴舞

小野寺 弘 成田GC 永井 英輔 東京国際 菅又 康倫 日光 福井 達理 富士小山

新井田 尚弘 東名 宮下 良之 大厚木 小野寺 智夫 南総 奥村 康徳 千葉

村越 勝 霞台 荒木 誠 御殿場 高安 博之 相模原 原川 博明 愛鷹

岩堀 眞規 ギャツビイ 中村 勝郁 伊勢原 萩生田 国弘 東京国際 中原 剛 東京国際

光山 富夫 横浜 長船 正人 東名 永山 守 武蔵野 榎本 剛之 袖ヶ浦

濱岡 治 平塚富士見 杉山 賢治 本厚木 渡辺 寛 小川 松本 浩行 小田原･日動御殿場

榎本 幸和 オリムピック 間山 教彦 鷹 木村 実 グレンオークス 山岸 邦幸 鷹之台

中跡 朝臣 富士宮 加藤 達也 広陵 遠山 武志 横浜 井上 盛夫 メイプルポイント

小林 慶一 府中 中村 勝一 東名厚木

荒川 宣之 富士小山 釜谷 正宏 富士小山

藤本 和大 千葉夷隅 島袋 高志 太平洋・佐野ヒルクレスト

蛭田 克己 鴻巣 林 誠 小田原･松田

星野 晃一 鶴舞 池田 正巳 オリムピック

根米 健之 グレンオークス 西堀 雅一 成田ハイツリー

茂呂 和久 鷹之台 樋田 真 横浜

渡辺 顕展 サンヒルズ 飛田 正吉 小田原･松田

豊田 英伸 富士宮 吉田 勉 オリムピック

井上 昌樹 ブリック＆ウッド 猪股 英昭 富士箱根

山本 二朗 相模原 大場 歓 埼玉国際

佐々木 康夫 鶴舞 村上 雄太 南総

競技委員長　三浦　勝夫
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