
平成23年度関東ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技

組合わせおよびスタート時間表 紫カントリークラブ　すみれコース(7009yards Par72)

(第2ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　132名
1番よりスタート 10番よりスタート

SCORE SCORE SCORE SCORE
1R 1R 1R 1R

稲川 大次郎 メイプルポイント 80 會田 一 鶴舞 75 小野 竜彦 オリムピック 71 関 晴樹 大相模 79

1 7:30 市川 清 埼玉 81 11 9:00 永井 英輔 東京国際 79 1 7:30 中原 正人 大相模 75 11 9:00 藤本 和大 千葉夷隅 80

榎本 剛之 袖ヶ浦 78 澤田 信弘 茨城 75 津村 竜浩 日高 84 義澤 秀雄 東名厚木 78

白井 洋之 東京国際 78 中山 親美 霞台 77 江崎 直之 千葉桜の里 79

有我 栄一郎 鶴舞 73 倉島 保一 真名 81 水上 晃男 袖ヶ浦 72 中村 成男 袖ヶ浦 83

2 7:39 木下 輝洋 皐月･佐野 78 12 9:09 中村 憲司 水戸 77 2 7:39 小川 直康 セベ・バレステロス 78 12 9:09 細野 敏彦 武蔵野 79

森田 聡史 GMG八王子 74 石毛 昌則 新千葉 76 関澤 誠 ツインレイクス 76 江川 健一 千葉桜の里 75

木村 和紀 宍戸ヒルズ 77 大沼 貴史 小田原･松田 76 中野 正義 富士笠間 83 井上 太 立川国際 82

金子 光規 レインボー 76 浅田 哲也 富士笠間 79 才記 正明 扶桑 82 真辺 則光 総武 76

3 7:48 深澤 一三 グレンオークス 85 13 9:18 鮫島 康孝 箱根 82 3 7:48 相馬 聡夫 茨城 77 13 9:18 溝井 献也 扶桑 78

荒井 眞一 筑波 82 高橋 薫 高坂 75 元場 正彦 浜松シーサイド 76 芝田 進弘 麻倉 85

藤田 政嗣 ロイヤルスター 84 亀井 隆 唐沢 77 窪田 一樹 スプリングフィルズ 82

松田 永基 清川 80 小川 文平 サンヒルズ 69 和田 光司 嵐山 83 小林 祐治 東京 75

4 7:57 岡村 善裕 平川 88 14 9:27 遠藤 仁史 成田東 76 4 7:57 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 80 14 9:27 河野 光宏 太田双葉 84

広瀬 照康 成田東 82 西原 浩司 ギャツビイ 83 茅野 弘喜 諏訪湖 72 中島 正春 皐月･佐野 72

金 浩延 宇都宮 78 奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 77

饒田 剛央 東京国際 78 遠山 武志 横浜 78 大野 達朗 箱根 78 勝又 正浩 東京 78

5 8:06 幸田 恭典 ニッソー 77 15 9:36 峯 真吾 東京五日市 76 5 8:06 村越 勝 霞台 77 15 9:36 前田 正雄 岡部チサン 85

光山 富夫 横浜 81 矢吹 龍一 水戸グリーン 73 山口 賢一郎 富士小山 76 有山 利男 鳩山 86

森 光弘 葉山国際 77 野田 憲正 東京カントリー 75

斎藤 太津規 セゴビア 87 風間 智行 小田原･松田 78 大山 和則 スプリングフィルズ 85 榊田 剛 青梅 79

6 8:15 阿部 和生 ホロン 79 16 9:45 豊島 豊 東千葉 73 6 8:15 村越 元彰 宍戸ヒルズ 77 16 9:45 柳澤 信吾 袖ヶ浦 77

中村 成宏 常陽 83 渡辺 幹根 スプリングフィルズ 74 河邊 博和 中津川 80 横内 応佳 境川 82

堀江 知史 ツインレイクス 80 和田 貴之 栃木ヶ丘 74 和田 博 東京五日市 69

渡部 美和 鹿野山 82 小寺 聡司 習志野 70 村上 雄太 南総 87 齋藤 恭正 成田ハイツリー 74

7 8:24 片岡 正治 グレンオークス 87 17 9:54 松本 晴男 皐月･佐野 77 7 8:24 川崎 邦朗 江戸崎 74 17 9:54 清水 重夫 茨城 78

原田 晃 袖ヶ浦 79 佐藤 豊 あさひヶ丘 80 中山 和昭 大洗 69 角田 卓也 グリーンパーク 85

黒滝 公彦 エーデルワイス 74 杉山 稔 総武 73

細谷 祐生 茨城ロイヤル 77 林 剛史 南総 79 梅澤 吉朗 初穂 78 三原 直樹 寄居 81

8 8:33 日暮 俊明 扶桑 76 18 10:03 柿岡 啓介 習志野 77 8 8:33 西野 伸幸 森林公園 82 18 10:03 溝端 隆一 千葉 77

阿部 俊幸 秦野 81 江成 浩 津久井湖 81 渡辺 泰一郎 日本海 69 竹原 洋行 横浜 74

小山 宏充 佐久平 79 増田 秀仁 クリアビュー 74 金森 祐介 富士チサン 77 永田 昭二 ノースショア 85

高橋 雅也 川越 70 有馬 昌宏 玉造 72

9 8:42 舘 英樹 富士笠間 69 9 8:42 木名瀬 和重 水戸 75

中上 浩三 浜野 75 柳澤 知己 扶桑 79

大浦 寛 鹿島の杜 91 高橋 一誠 藤岡 79

10 8:51 籠手田 安朗 大厚木 78 10 8:51 塩田 一史 白鳳 81

富田 雅之 麻倉 78 安藤 秀二 浜野 81

増子 敬 白帆 77

※組合わせは、欠場者が出た場合変更することがある。 競技委員長　　内　藤　正　幸

氏　　名時間 氏　　名組 時間 氏　　名 組

平成23年9月28日（水）
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