
平成23年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:藤ヶ谷カントリークラブ

参加者数　142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

鈴木 浩 藤ヶ谷 斉藤 大司 ラインヒル 絵鳩 春雄 麻生 飯塚 稔 常総

粉川 直孝 千葉 佐藤 喜三夫 平川 野崎 美夫 鷹之台 松尾 勝人 鎌ヶ谷

額賀 義朗 船橋 石毛 昌則 新千葉 水上 政宏 岡部チサン 角田 茂晴 平川

山野 純也 立野クラシック 村田 雅久 千葉

小沼野 健一 東松苑 木村 裕亮 セントラル 上重 修 東千葉 昼間 隆之 千葉

立石 和彦 寄居 細井 源内 千葉 奥田 堅太郎 セベ・バレステロス 仲村 高穂美 グレンモア

伊藤 一彦 鷹彦スリー 杉田 晃浩 玉造 平野 豪 紫 相田 昌樹 加茂

小鳥 英樹 大利根 加藤 友樹 成田東 萩野 邦宏 皐月･佐野 梅田 伸明 玉造

小川 直康 セベ・バレステロス 周郷 寿雄 総武 川邉 悦史 立野クラシック 弘光 利之 加茂

白井 敏夫 総武 吉野 斉 房総 村上 了太 関東国際 牧長 一喜 房総

浅野 正幸 東千葉 白石 哲也 相模原 國近 和寿 千葉桜の里 出山 泰弘 水戸グリーン

中村 憲司 水戸 松尾 繁 平川 隈元 安雄 麻生 岩橋 正治 姉ヶ崎

遠藤 直樹 立野クラシック 横澤 三男 ニッソー 橘 秀臣 取手国際 仲森 良樹 房総

會田 善文 鶴舞 黄原 鐵夫 立野クラシック 八木 和男 藤ヶ谷 大塚 秀人 藤ヶ谷

横内 義之 岩瀬桜川 塩田 一史 白鳳 横田 修司 土浦 佐瀬 敏夫 新千葉

小川 敦也 加茂 冨田 茂 富士笠間 額賀 逸朗 船橋 田浦 一成 総武

大坂 彰 ノーザン錦ヶ原 中野 聡 藤ヶ谷 小宮 篤 千葉国際 鈴木 洋一 総武

宮下 宜嗣 グレンオークス 金子 壽波留 水戸 芦澤 達雄 オーク・ヒルズ 松丸 佳孝 成田東

石田 俊一 房総 船山 久雄 成田東 斉藤 正人 南総 田畑 祐明 セゴビア

大須賀 和博 千葉 内野 忠徳 鶴舞 松本 真輔 富里 木村 光方 習志野

小寺 聡司 習志野 大西 治良 富里 橋本 哲夫 総武 溝端 隆一 千葉

齊藤 隆男 取手国際 高井 聰 岩瀬桜川 日暮 浩之 藤ヶ谷 茂貫 太郎 阿見

瀬尾 正一 茨城 藤井 大介 桜 木村 知道 船橋 時久 伸哉 船橋

奥山 昌宏 鹿島の杜 内藤 裕治 千葉 荻島 征彦 京 守屋 玄 平川

公原 一 千葉桜の里 瀬戸 信昭 鷹之台 相馬 義孝 塩原 木村 仁 玉造

小林 祐介 東千葉 小川 貴央 新千葉 藤城 拓也 ディアレイク 加藤 裕之 千葉

石山 博明 姉ヶ崎 増田 秀仁 クリアビュー 大数加 祥平 浜野 豊田 実 房総

清田 大輔 セントラル 田村 裕一 金乃台 池田 和夫 桜 湊 弘充 東松苑

冨永 勝 総武 深山 和利 房総 黒沼 清 鹿島の杜 浅田 哲也 富士笠間

平田 利夫 千葉国際 吉田 潔 鎌ヶ谷 小原 和久 房総 毛利 元昭 立野クラシック

漆原 健二 佐原 秋保 宏之 オーク・ヒルズ 中村 成宏 常陽 大浦 寛 鹿島の杜

高橋 健 成田東 河辺 純雄 カレドニアン 小林 孝裕 千葉 金澤 春男 太平洋・佐野ヒルクレスト

冨田 昇 房総 萩原 正次 習志野 石毛 慎吾 鶴舞 加藤 文英 岩瀬桜川

鎌滝 正三 鹿島の杜 亀田 欣吾 総武 藤本 卓士 鷹彦スリー 本山 年夫 猿島

大塚 泰一郎 成田GC 渡部 冨夫 ゴールデンレイクス 新村 健二 立野クラシック 安食 守一 宍戸ヒルズ

小川 恭伸 南総 北林 浩光 千葉桜の里 金山 將 鹿沼 倉島 保一 真名

競技委員長　酒巻　一生

15 9:36

8:28

3 7:52

4

9:042 7:43 11

8:01

6 8:19

16 9:49

12 9:13

13 9:22

15

9:31

9:40

7:39

7:48

7:57

8:06

7:3410 8:51

11 9:00

12 9:09

13 9:18

14 9:27

18 10:039 8:42

16 9:45

8 8:33 17 9:54

7 8:24

18 10:079 8:46

17 9:588 8:37

8:55

7

6 8:15

平成23年8月22日（月）

1 10

5 8:10 14

1

2

3

4

5

7:30


