
於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・OUT）　シニア男子80名

時分 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市

1 7:00 藤方　修三 松戸市 久保田　重樹 印旛郡市 日暮　俊明 我孫子市 鈴木　久男 袖ヶ浦市

2 7:08 市原市 柳生　良雄 鴨川市 山下　勝紀 柏市 早船　静四朗 銚子市

3 7:16 阪田　哲男 市川市 石川　由春 千葉市 川田　充利 船橋市 及川　久二 匝瑳市

4 7:24 蓑輪　浩 野田市 川名　邦夫 南房総市・安房郡 浅井　一夫 山武郡市 二橋　豊 勝浦市

5 7:32 石塚　喜貞 流山市 村田　達勇 浦安市 木村　光方 鎌ケ谷市 石垣　誠 長生郡

6 7:40 奥　正昭 富津市 松崎　晴雄 我孫子市 秋山　真一郎 旭市 鈴木　東一 成田市

7 7:48 長谷川　繁夫 茂原市 浅野　英光 八千代市 岩橋　光男 匝瑳市 君塚　司農夫 勝浦市

8 7:56 髙倉　哲 印旛郡市 二瓶　秀規 夷隅郡 和田　博之 館山市 岡戸　行雄 野田市

9 8:04 植松　進一 千葉市 永塚　和久 香取市 浮ヶ谷　信夫 松戸市 内藤　信夫 市原市

10 8:12 町田　昭夫 習志野市 鈴木　悟 銚子市 鈴木　晟夫 木更津市 越川　光雄 香取郡

11 8:20 桜井　延秋 山武郡市 深澤　一三 浦安市 秋元　真一 流山市 小澤　雅之 君津市

12 8:28 安田　良彦 鴨川市 佐藤　新一 袖ヶ浦市 鶴岡　徳夫 いすみ市 菅野　康史 船橋市

13 8:36 川上　良一 鎌ケ谷市 加藤　清司 長生郡 秋葉　辰男 匝瑳市 初見　勝 富津市

14 8:44 渡邉　薫 館山市 新倉　正明 流山市 内野　正市 茂原市 塚原　康由 香取市

15 8:52 伊藤　正利 浦安市 増田　高彦 八千代市 鈴木　盛行 市川市 田中　哲也 旭市

16 9:00 野口　勇 野田市 永野　舜正 いすみ市 福原　純一 木更津市 平戸　宏 袖ヶ浦市

17 9:08 田山　哲夫 銚子市 横田　耕太郎 習志野市 長谷　修一 夷隅郡 芋高　信良 松戸市

18 9:16 佐藤　幸男 香取郡 吉原　明裕 山武郡市 髙橋　政房 鴨川市 森　弘男 君津市

19 9:24 稲葉　正義 南房総市・安房郡 染谷　健市 柏市 若田　直樹 我孫子市 熊谷　勇人 千葉市

20 9:32 中村　勲 勝浦市 金城　彰 市原市 松原　秋彦 印旛郡市 切替　久二 成田市
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於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・OUT）　シニア男子80名 於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・ＩＮ）　シニア男子　19名　女子60名

時分 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市

21 7:00 森　正樹 君津市 豊田　実 茂原市 田中　堅二郎 長生郡

22 7:08 鵜澤　清明 香取市 武内　友基 木更津市 旭市 野尻　満 富津市

23 7:16 鴻池　清次 成田市 杉山　稔 八千代市 磯野　芳 夷隅郡 池田　和夫 鎌ケ谷市

24 7:24 沼田　順一 館山市 三橋　好文 習志野市 松井　辰男 香取郡 小高　俊弘 いすみ市

25 7:32 中島　有二 船橋市 後路　博己 南房総市・安房郡 𠮷田　潔 市川市 増田　利勝 柏市

26 7:40 志賀　さつき 山武郡市 岡田　佳代 茂原市 鈴木　良子 館山市 岩瀬　葉子 夷隅郡

27 7:48 船越　菜美 市川市 田中　幸子 旭市 石毛　京子 香取郡 南　陽子 野田市

28 7:56 綿引　美代子 松戸市 中村　智津子 袖ヶ浦市 安藤　善子 木更津市 石原　浩美 成田市

29 8:04 伊藤　るみ 浦安市 本多　美峰 長生郡 宮内　康子 銚子市 小西　明子 習志野市

30 8:12 増田　雅子 鎌ケ谷市 篠塚　美幸 香取市 土屋　ますみ 千葉市 鴨川市

31 8:20 湯浅　千晶 柏市 山崎　千代美 匝瑳市 河嶋　静子 八千代市 山本　美和 南房総市・安房郡

32 8:28 平田　悦子 船橋市 豊嶋　裕美子 流山市 三島　理恵 勝浦市 笹生　重子 市原市

33 8:36 我孫子市 植松　真記子 印旛郡市 有枝　眞好枝 いすみ市 香取　敦子 香取市

34 8:44 森田　多美子 木更津市 黒後　順子 銚子市 干場　由美子 館山市 宮野　尚子 長生郡

35 8:52 辻　弘美 鴨川市 牧野　智子 八千代市 海野　綾子 松戸市 花川　佳子 鎌ケ谷市

36 9:00 吉田　茜 千葉市 泉谷　若菜 野田市 本城　萌子　 柏市 高橋　君江 勝浦市

37 9:08 佐々木　順子 習志野市 藤崎　真里子 香取郡 有満　幸江 成田市 石井　玲子 茂原市

38 9:16 鶴岡　芳美 市原市 旭市 馬場　由美 船橋市 門田　和枝 山武郡市

39 9:24 石井　幸子 夷隅郡 中村　泉 いすみ市 斎藤　珠美 印旛郡市 海老根　君代 市川市

40 9:32 松田　裕子 流山市 田中　ルミ 匝瑳市 蓮見　陽子 袖ヶ浦市 中井　千乃 浦安市

県民体育大会　競技委員長　　上代　修二　

第68回　千葉県民体育大会　ゴルフ競技大会（シニア男子・女子）

２０１８．８．２９　（水）


