
平成23年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第4ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:熊谷ゴルフクラブ

参加者数　141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

菅生 誠 栗橋國際 林 和彦 ユニオンエース 嶋田 茂 鷹 斉藤 隆夫 埼玉

岡 時彦 リバーサイドフェニックス 井川 智一郎 初穂 細野 博隆 皆川城 近藤 博 玉川

大柳 博也 立川国際 大澤 誠 熊谷 松本 享三 寄居 小谷野 文孝 飯能

高山 貢 石坂 高橋 渉 セゴビア

長谷川 壽彦 岡部チサン 中澤 貞利 彩の森 角田 智之 越生 安里 明 リバーサイドフェニックス

桑田 達也 猿島 岡田 光史 嵐山 時田 芳人 熊谷 岡田 睦広 レーサム

中山 秀之 水戸 阿部 政則 初穂 菅田 正道 東京 山崎 俊彦 鷹之台

北村 和秋 石地シーサイド 渡邉 和宏 美里 木村 立児 鴻巣

諸星 直樹 入間 深谷 伸寿 エーデルワイス 原 邦之 東松山 富田 満 熊谷

北澤 浩二 新千葉 中川 孝弘 米山水源 吉岡 進 廣済堂埼玉 小沼 金一 岡部チサン

高須 淳 越生 小林 且雄 矢板 長塩 和生 緑野 清水 正一 青梅

高山 薫 嵐山 宇田 明彦 熊谷 安達 卓史 熊谷 白金 満明 鴻巣

服部 光宏 アバイディング 萩野 貴久 熊谷 西野 伸幸 森林公園 澤井 裕一 青梅

藤田 祐司 皐月･佐野 須藤 拓人 扶桑 山田 豊 寄居 江浦 忠 栗橋國際

吉坂 一實 熊谷 三富 琢 ツインレイクス 上原 一憲 石坂 奥澤 國男 龍ヶ崎

佐藤 匡哉 白水 市井 太一 石坂 吉田 光利 熊谷 高瀬 基次 エーデルワイス

峯 真吾 東京五日市 佐藤 幹夫 藤岡 倉片 優 武蔵 阿美 真哉 水戸

梅澤 吉朗 初穂 細沼 実 ベルエア 浜出 達弥 オリムピック 小野 竜彦 オリムピック

梶谷 卓矢 鷹 小山 喜一郎 熊谷 岩垂 一博 さいたま梨花 木戸 正人 龍ヶ崎

加藤 道雄 鶴 白 源正 ヨネックス 入江 芳史 セゴビア 土田 恭章 藤岡

井上 太 立川国際 生形 幸政 栃木ヶ丘 佐藤 秀樹 美里 友水 基幸 宍戸ヒルズ

中山 和昭 大洗 久田 謙 東京五日市 竹石 要佑 筑波 岡村 一八 長太郎

大和田 康夫 草津 松岡 由浩 熊谷 亀井 隆 唐沢 丹羽 基広 小金井

佐藤 秀明 小千谷 大和 次郎 成田東 八尋 天聖 皐月･佐野 吉田 文雄 東松山

西 悦男 青梅 野崎 寿之 伊香保 島田 修 松ヶ峯 金川 基晴 鷹

鈴木 栄一 南摩城 三谷 一郎 熊谷 山下 正彦 レーサム 渡辺 泰一郎 日本海

堀江 知史 ツインレイクス 高橋 恒人 赤城国際 広田 文雄 長野 遠藤 仁史 成田東

高橋 一誠 藤岡 坪井 浩之 レーサム 本澤 顯一 栃木ヶ丘 仙波 譲治 霞ヶ関

清水 晃 熊谷 吉田 達雄 藤岡 佐々木 謙彦 茨城パシフィック 灘谷 寛 ベルエア

細渕 守 小川 野口 正和 鷹 和泉 一夫 佐野 田中 友也 ノーザン赤城

赤石 怜 東千葉 尾崎 勉 白水 山下 詠治 北武蔵 土屋 健次 武蔵

直井 利充 鴻巣 星野 節二 長岡 竹内 貴広 鴻巣 水口 修 鴻巣

榊田 剛 青梅 新井 健一郎 熊谷 土田 晃成 さいたま梨花 松本 晴男 皐月･佐野

宮原 昌一 大相模 中嶋 規夫 青梅 石川 陽一 イーストヒル 宇佐見 則男 高根

渡邉 哲郎 ゴールド木更津 木下 輝洋 皐月･佐野 渡邉 明稔 森林公園 田口 陽一 狭山

齊藤 賢司 緑野 町田 貴敏 皆川城 飯塚 隆 熊谷 中本 光 猿島

競技委員長　星野　正治
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