
2019年　千葉県アマチュアゴルフ選手権 主催：千葉県アマチュアゴルフ協会　　　　　　TEL：043-202-1080

予選　第３会場　　4月25日（木）　総武CC印旛コース 締切日：3月25日（月）

№ 氏名 市町村 № 氏名 市町村 № 氏名 市町村 № 氏名 市町村

1 藤井　源造 松戸市 27 小林　道夫 浦安市 53 青山　和男 浦安市 79 黒川　敏行 千葉市

2 田中　順一 船橋市 28 遠藤　薪一 成田市 54 佐藤　誠 船橋市 80 真辺　則光 習志野市

3 加藤　靖司 松戸市 29 齋藤　敏行 船橋市 55 川上　信吉 我孫子市 81 吉村　真典 佐倉市

4 西山　達也 野田市 30 市原　慎一 船橋市 56 篠﨑　英憲 柏市 82 齊藤　章宣 船橋市

5 早水　保貴 市川市 31 佐瀬　博 佐倉市 57 髙梨　倭 県ジュニア 83 門田　一弘 八千代市

6 吉田　潔 市川市 32 宇佐見　健一 印西市 58 草薙　豪太 四街道市 84 松本　頼明 柏市

7 上代　修大 八千代市 33 小西　治幸 佐倉市 59 山口　勝康 佐倉市 85 助川　昌弘 柏市

8 宮武　孝光 船橋市 34 千々石　寛 印西市 60 君安　久幸 山武郡 86 蜂谷　和也 佐倉市

9 日暮　浩之 松戸市 35 石毛　招次 千葉市 61 浮ヶ谷　信夫 松戸市 87 佐藤　博史 八街市

10 奥田　堅太郎 市川市 36 高野　吉弘 八千代市 62 慶田　影美 佐倉市 88 小林　裕明 八千代市

11 赤根　正信 松戸市 37 谷村　朋昭 鎌ヶ谷市 63 松山　亨典 八千代市 89 粂川　欣厚 習志野市

12 増田　秀仁 柏市 38 小川　貴央 八千代市 64 花島　伸幸 柏市 90 木田　壯一 佐倉市

13 山口　祐介 印西市 39 市原　和実 流山市 65 菅谷　哲男 香取市 91 海老原　和己 白井市

14 野田　好史 印西市 40 佐藤　達也 印西市 66 渕上　英俊 船橋市 92 坪田　誠治 市川市

15 小川　重和 四街道市 41 外池　謙二郎 船橋市 67 恩田　雅之 松戸市 93 疋田　智義 習志野市

16 中村　裕 野田市 42 髙岸　勲 八千代市 68 永田　勝保 八千代市 94 増田　高彦 八千代市

17 田中　満 船橋市 43 櫻井　義和 佐倉市 69 福島　哲司 我孫子市 95 渡邉　裕太 船橋市

18 福山　憲一 八千代市 44 小野　浩嗣 白井市 70 浅野　正幸 八千代市 96 久保木　亨 印西市

19 小峰　次男 船橋市 45 金村　幸生 我孫子市 71 西岡　博之 千葉市 97 片岡　祐司 八街市

20 堀口　勝巳 船橋市 46 湯浅　良平 白井市 72 安蒜　等 松戸市 98 石井　勉 松戸市

21 福本　健一 千葉市 47 前田　信吾 千葉市 73 篠田　優 千葉市 99 古谷　正伸 八千代市

22 海老原　浩行 船橋市 48 渡邊　司 習志野市 74 田端　友康 船橋市 100 土谷　泰三 成田市

23 齋木　敏明 富里市 49 橋本　哲夫 白井市 75 菅原　孝 八千代市 101 大杉　陽一 流山市

24 菅澤　寛健 千葉市 50 吉岡　和彦 印西市 76 新木　衛 八千代市 102 中田　昇 松戸市

25 岡田　和也 富里市 51 八木　勇乃輔 八千代市 77 堂免　雄太 流山市 103 小林　浩二 野田市

26 萩原　英征 市川市 52 丹治　孝 我孫子市 78 寺田　憲児 八千代市 104 上田　雅資 成田市

エントリー数　104名3月25日現在


