
平成23年度　関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第7ブロック予選競技
組合わせおよびスタート時間表 於:厚木国際カントリー倶楽部　西コース

参加者数　144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

高橋 喜之 大相模 今福 誉人 大厚木 佐藤 仁 葉山国際 中原 正人 大相模

義澤 秀雄 東名厚木 山口 賢一郎 富士小山 成田 正義 清川 細野 正明 相武

名取 輝高 諏訪湖 大橋 祐樹 メイプルポイント 平 健次 オリムピック 大瓦 和弘 東京よみうり

宮上 元伸 立野クラシック 松本 滋彦 レインボー 縫田 正俊 大相模 市原 敏隆 メイプルポイント

大久保 学 花生 窪田 一樹 スプリングフィルズ 飯塚 裕一 藤岡 大槻 育伸 本厚木

三好 一成 習志野 原田 安浩 ノースショア 村松 俊亮 府中 小柳 式夫 沼津国際

大神田 巧 河口湖 松元 正秀 エンゼル 山口 雅行 オリムピック 川村 直己 東名

中里 匡良 大相模 小林 信三 GMG八王子 安齊 雅之 秦野 中村 英彦 富士

尻石 邦明 清川 坪井 浩一 大相模 水池 祐 フレンドシップ 小地 勉 姉ヶ崎

池田 正志 オーク・ヒルズ 渡邉 直孝 ロイヤルスター 高橋 一君博 総武 長浜 浄 相模野

片岡 弘幸 南総 島村 由起男 日本 青木 一夫 津久井湖 谷澤 学 ギャツビイ

村井 高志 千葉夷隅 高橋 康雄 富士御殿場 岡田 佳也 白鳳 徳山 権一 富里

長田 晃 戸塚 茅野 弘喜 諏訪湖 鹿島 康裕 相模原 小澤 和夫 横浜

大村 英雄 東名厚木 石田 真吾 レインボー 鈴木 克彦 東名厚木 山村 禎彦 都

籠手田 安朗 大厚木 牧野 佳伸 大相模 野村 昇 沼津国際 八嶋 哲也 津久井湖

平川 裕秋 ロイヤルスター 青山 喜美男 秦野 稲川 大次郎 メイプルポイント 久保 清貴 葉山国際

光信 直長 東千葉 西田 利一 府中 井上 勝 メイプルポイント 花吉 精一 津久井湖

森本 正博 グレンオークス 生 和男 津久井湖 岩田 吉弘 大厚木 中村 昌弘 かずさ

遠藤 裕之 オリムピック 石田 竜元 高根 武藤 永男 相模原 小林 隆寿 ホワイトバーチ

森 光弘 葉山国際 峯澤 克之 メイプルポイント 岡本 好作 葉山国際 柳下 俊明 平塚富士見

高瀬 幸史郎 沼津国際 三堀 浩司 横浜 上村 岩男 越生 泉 毅 大厚木

濱田 正行 清川 出浦 功 オリムピック 鈴木 隆之 小田原･日動御殿場 蛯名 忠親 チェックメイト

大坪 誠 横浜 戸頃 文明 千葉夷隅 木村 宜正 白鳳 波多野 直樹 東千葉

渡邊 晃 オリムピック 立石 源治 東名厚木 井筒 政通 オリムピック 増本 禎 ブリック＆ウッド

玉木 田秀 オリムピック 大津 仁利 都留 大野 達朗 箱根 河邊 博和 中津川

細野 敏彦 武蔵野 桑島 次郎 常陽 室井 正人 葉山国際 中村 彰宏 横浜

塚本 正人 GMG八王子 中村 由一郎 鶴舞 斎藤 仁 太平洋・佐野ヒルクレスト 石井 孝一 千葉夷隅

梅澤 武彦 相模原 青木 洋光 沼津 犬飼 修三 鳩山 杉山 和正 大利根

牧野 純也 府中 秋山 定俊 相模原 宗田 昭彦 東千葉 荒川 慶量 岡部チサン

務台 英雄 白帆 大沼 貴史 小田原･松田 竹添 大晃 扶桑 平子 尚丈 大相模

林 勝昭 寄居 薗田 光史 東名 山岸 大 イーグルポイント 堀内 和昭 姉ヶ崎

鈴木 英文 葉山国際 松嶋 隆 ロイヤルスター 三瓶 幸博 スプリングフィルズ 柴田 博文 ザ・レイクス

早川 友己 メイプルポイント 紀井 義弘 横浜 岩橋 雅一 小田原･松田 新倉 浩二 大厚木

田渕 裕民 青梅 片岡 正治 グレンオークス 荒谷 勝俊 千葉夷隅 上野 伸 ユニオンエース

丹野 富壽 伊豆にらやま 関 晴樹 大相模 森久保 剛 津久井湖 手島 豊 東名厚木

室田 延宏 オリムピック 江成 浩 津久井湖 椙田 一男 GMG八王子 杉田 努 GMG八王子

競技委員長　児島　幸雄

平成23年8月23日（火）
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