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18ホールストロークプレー　　スタート表 千葉県ゴルフ協会　千葉県ゴルフ場支配人会
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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

小沼　哲男 千葉市 鈴木　教大 南房総市 東　紘平 船橋市 小林　大輔 千葉市

染屋　真一 山武市 上野　敬輔 習志野市 今井　正岳 船橋市 濱村　拓也 南房総市

梅澤　幹雄 千葉市 福原　豪支 船橋市 本多　伸吾 木更津市 星野　邑弥 千葉市

小坂　優太 千葉市 津田　雅虎 東北福祉大 山本　健次郎 浦安市 坂田　一真 専修大

清川　博 千葉市 大塚　一徳 千葉市 鄭　優星 東北福祉大 高木　歩 船橋市

吉田　潔 市川市 髙井　博和 四街道市 原島　孝史 千葉市 石山　巌 八千代市

大塚　康弘 千葉市 木立　敦志 佐倉市 108名 元岡　志郎 長生郡 中村　優作 市川市

入江　貴将 千葉市 勝俣　翔 法政大 宮田　正奈雄 木更津市 久米　勇輝 市川市

村田　達勇 浦安市 石井　明 船橋市 佐藤　博史 八街市 石山　博明 浦安市

行方　守 市原市 湯澤　建人 市川市 鷺　一成 船橋市 髙橋　俊哉 大網白里市

庄野　潤一 野田市 岸本　崇 木更津市 江川　健一 千葉市 勝又　泰雄 長生郡

齋藤　勝則 成田市 細谷　朋生 日本体育大 野口　道彦 香取市 茂木　太郎 暁星国際高

影山　直毅 勝浦市 澤島　則弘 千葉市 丸　忠利 茂原市 五十嵐　俊一 成田市

沖野　和典 千葉市 石月　知明 千葉市 京葉CC 徳能　浩孝 千葉市 鈴木　一成 市原市

大杉　陽一 流山市 吉岡　和彦 成田市 ℡043-228-1531 國吉　範夫 市原市 岸和田　隆 市川市

長谷川　和幸 千葉市 竹田　亮太 県ジュニア 泉水　忠 船橋市 澤田　竜成 千葉黎明高

吉永　賢 銚子市 中上　浩三 市原市 藤井　源造 松戸市 岡村　善裕 市原市

深山　雅由 千葉市 安藤　博徳 四街道市 神農　英和 浦安市 市川　透 千葉市

増田　勇樹 松戸市 鴨川　富幸 市原市 知久　慎治 千葉市 木村　政彦 船橋市

小菅　誠 市川市 布施　大地 国際医療福祉大 鈴木　俊宏 野田市 小島　海王 県ジュニア

小原　和久 茂原市 大塚　洋二 浦安市 高橋　恭一 千葉市 石井　泰行 船橋市

土田　直樹 市原市 君安　久幸 山武郡 雨宮　寛 千葉市 伊藤　義嗣 四街道市

岩澤　伸明 千葉市 佐藤　芳行 千葉市 荒川　慶量 市川市 藤平　文義 富津市

岡野　広幸 千葉市 木村　崇了 千葉市 斎藤　崇人 船橋市 渡邉　武 君津市

芦沢　幸太郎 船橋市 渋谷　重氏 四街道市 粂川　欣厚 習志野市

堂免　雄太 流山市 北澤　真一郎 千葉市 松本　浩太郎 市原市

市川　貴士 船橋市 植草　伸夫 市川市 宮下　真一 市川市 第1会場競技委員長
飯塚　敬吾 日本大 髙阪　嘉久 浦安市 紺野　秀倖 駒澤大 石塚　巳知男　

【特別注意事項】 【注意事項】

１．予選通過人数は 48名。 １．プレー進行には充分注意し、9ホール終了後昼食時間をとる。

　　スコアにタイが生じた場合、マッチング･スコアカード方式を採用。5名のウエイティングを設ける。 ２．この組合せに欠場があった場合は、時刻・組合せを変更する事がある。

　　競技終了後競技者は自身の予選通過を確認し、決勝競技のエントリーを行う事。 ３．スタート40分前までに協会受付を済ませる事。（遅れる場合はコースへ連絡）

　　決勝エントリー費（5,000円）は競技会場または後日振り込みにて納付。 ４．クラブハウス内はマスク着用をお願いします。

　　決勝競技5日前迄に選手の棄権が出た場合、同一会場のウエイティング者を順次繰り上げる。

【お知らせ】

１．プレー代　15,500円（昼食付）

２．指定練習日は4/7、8、12、13　コースへ直接申し込み。
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2022　第46回千葉県アマチュアゴルフ選手権予選競技会
第1会場　京葉カントリー倶楽部 令和4年4月14日（木）
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