
2019年　千葉県男子シニア選手権

令和元年11月12日(火） 　　平川カントリークラブ　　 TEL　043-292-5501

OUT IN
組 時分 氏名 市町村 組 時分 氏名 市町村 組 時分 氏名 市町村 組 時分 氏名 市町村

廣瀬　照康 千葉市 田中　満 船橋市 西岡　博之 千葉市 森　豊 千葉市

木田　亮 船橋市 行方　守 市原市 齋木　敏明 富里市 海老原　和己 白井市

田中　秀幸 市川市 梅澤　幹雄 千葉市 青木　正之 市川市 萩原　正次 船橋市

重盛　眞樹 佐倉市 角田　茂晴 船橋市 古橋　英樹 船橋市 山田　正 市原市

玉置　実 船橋市 佐瀬　敏夫 山武市 吉田　潔 市川市 石原　紀一 成田市

椎名　保 旭市 齊藤　章宣 船橋市 中村　昇 佐倉市 宮武　孝光 船橋市

藤井　源造 松戸市 斉木　弘志 千葉市 斉藤　昇 千葉市 栗原　建二 佐倉市

江川　健一 千葉市 金坂　順一 大網白里市 田中　裕司 松戸市 老川　明徳 市原市

鈴木　久男 袖ヶ浦市 傍島　伸之 千葉市 今井　亘 四街道市 遠藤　伸一 市原市

河野　真一 銚子市 大岩　隆 市原市 平野　正行 富津市 相澤　勝利 佐倉市

田中　順一 船橋市 小玉　昇 習志野市 124名 中島　有二 船橋市 福本　健一 千葉市

中村　仁勇 千葉市 石井　嗣人 印西市 赤迫　裕之 我孫子市 吉田　信夫 船橋市

木立　敦志 佐倉市 佐久間　義雄 市原市 早水　保貴 市川市 川島　謙扶 八千代市

石田　輝二 八街市 小西　治幸 佐倉市 斎藤　崇人 船橋市 金井　勝 千葉市

中島　仁三 船橋市 荻野　幸伸 千葉市 鈴木　幸一郎 千葉市 高橋　次男 八千代市

藤平　文義 富津市 外池　謙二郎 船橋市 市原　和実 流山市 寺崎　街夫 千葉市

森　文徳 千葉市 中上　浩三 市原市 嶋野　菊治 大多喜町 山本　哲也 佐倉市

田中　堅二郎 長生郡 森下　雅之 習志野市 石月　知明 千葉市 小林　裕明 八千代市

中山　秀之 柏市 石原　裕士 千葉市 平川CC 森　重一 市原市 鈴木　善久 市川市

菅原　孝 八千代市 天野　浩和 長生郡 近藤　久米彦 袖ヶ浦市 櫛橋　保雄 千葉市

平山　芳照 香取市 渋谷　重氏 四街道市 鈴木　正一郎 匝瑳市 佐藤　芳行 市原市

遠藤　定夫 松戸市 小林　正己 船橋市 粂川　欣厚 習志野市 東條　光宏 鎌ケ谷市

高橋　恭一 千葉市 篠田　優 千葉市 福原　純一 木更津市 佐瀬　博 佐倉市

江頭　幸雄 君津市 山﨑　誠 市原市 關　豊 流山市 小峰　次男 船橋市

原田　晃 市川市 橋本　哲夫 白井市 赤根　正信 松戸市 齋藤　眞澄 船橋市

小沼　哲男 千葉市 岡澤　重雄 東金市 村越　保 木更津市 佐藤　晴一 八千代市

横瀬　教之 船橋市 若山　健治 千葉市 石原　純 勝浦市 松岡　鋭也 千葉市

酒井　家安 木更津市 木田　壯一 佐倉市 伊藤　雄二 船橋市 渡邊　光將 富里市

前田　信吾 千葉市 海老原　浩行 船橋市 林　恵一 船橋市

及川　久二 匝瑳市 田島　宏昭 印西市 菊池　正彦 千葉市

上野　敬輔 習志野市 髙野　泰正 千葉市 伊勢　直史 銚子市

今井　元 柏市 宮原　正美 市川市 甲斐　利男 佐倉市

　【順位決定方法】 プレー料金

1位にタイがあった場合は、競技委員長の指定するホールでのホールバイホールのプレーオフにより優勝者を決定し、 15,800円　（昼食付）

2位以下のタイについては、マッチングスコアカード方式により決定する。

　【注意事項】

競技者は入場の際、各自スタート40分前までに協会受付に於いて参加確認を行うこと。 　競技委員長　　　杉山　　稔
指定練習日は11/7（木）8（金）11日（月）の3日間。直接コースへ申し込むこと。
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後援 （公財）千葉県スポーツ協会 （一社）関東ゴルフ連盟
千葉県ゴルフ協会 （株）千葉日報社
千葉県ゴルフ場支配人会

主催 （一社）千葉県アマチュアゴルフ協会

協賛


