
後援 （公財）千葉県体育協会 （一社）関東ゴルフ連盟

千葉県ゴルフ協会　千葉県ゴルフ場支配人会

令和4年　5月24日（火）　25日（水）　　　　　　　　於　：　袖ヶ浦カンツリークラブ　袖ヶ浦コース （株）千葉日報社

36HSP　　　第1日目　スタート表 TEL　043-291-1111 協賛 （株）伊藤園

OUT ※ シード選手 IN 主催 （一社）千葉県アマチュアゴルフ協会

組 時分 市町村 組 時分 市町村 組 時分 市町村 組 時分 市町村

橋本　幸一 柏市 ※ 鈴木　晃祐 東北福祉大 小泉　洋平 野田市 ※ 田中　健一朗 茂原市

小林　大輔 千葉市 河野　淳一 市川市 伊藤　義嗣 四街道市 岩国　佑来 千葉黎明高

大湊　勝行 印西市 浅野　正幸 八千代市 松井　周生 浦安市 高木　歩 船橋市

菅谷　哲男 香取市 野田　好史 印西市

鄭　優星 東北福祉大 ※ 中村　英明 市原市 神農　英和 浦安市 ※ 大岩　慶尚 千葉黎明高

小平　隆弘 袖ヶ浦市 浅見　修 八街市 豊　太陽 日本体育大 湯浅　良平 白井市

宮下　真一 市川市 木村　崇了 千葉市 橋本　克也 柏市 今井　正岳 船橋市

野口　道彦 香取市 鶴岡　健一 船橋市 高橋　恭一 千葉市 後藤　将一 船橋市

近藤　駿介 日本大 ※ 中川　拓海 中央学院大 早水　保貴 市川市 ※ 鈴木　聡馬 日本大

岩澤　伸明 千葉市 篠田　徳明 柏市 小林　拳史郎 中央学院大 髙橋　俊哉 大網白里市

川上　信吉 我孫子市 中上　浩三 市原市 土田　直樹 千葉市 花島　伸幸 柏市

影山　直毅 勝浦市 藤田　好司 君津市 加藤　靖司 松戸市 バウワースコット 千葉市

嶋野　菊治 大多喜町 ※ 宮﨑　琉 東北福祉大 勝俣　翔 法政大 ※ 金田　卓己 中央学院大

高村　保 袖ヶ浦市 榎本　貴伸 千葉市 井上　昂大 千葉市 小坂　圭司 鎌ヶ谷市

飯塚　敬吾 日本大 増田　勇樹 松戸市 157名 庄野　潤一 野田市 市原　慎一 船橋市

松本　眞輔 我孫子市 鎌滝　正三 浦安市 近藤　正純 富津市 梅澤　幹雄 千葉市

※ 石井　啓太 千葉市 細谷　朋生 日本体育大 ※ 山口　祐介 印西市 篠原　裕明 船橋市

染屋　真一 山武市 谷村　朋昭 鎌ヶ谷市 布施　大地 国際医療福祉大 大塚　一徳 千葉市

武田　良 柏市 田中　健 佐倉市 高野　吉弘 八千代市 日暮　浩之 松戸市

滝沢　勲 我孫子市 小菅　誠 市川市 市川　透 千葉市 増田　高彦 八千代市

※ 大原　俊弘 船橋市 奥村　礼惟 駒澤大 ※ 大久保　学 大網白里市 坂田　一真 専修大

布川　義久 船橋市 雨宮　寛 千葉市 東　紘平 船橋市 西山　英樹 市川市

澤島　則弘 千葉市 渡邉　信明 船橋市 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース 遠藤　薪一 成田市 嶺井　和彦 船橋市

福原　純一 木更津市 木立　敦志 佐倉市 森　清嗣 印西市 内山　景志 千葉市

※ 増田　秀仁 柏市 遠藤　慎之介 市原市 ℡　043-291-1111 ※ 鎌滝　順久 柏市 木暮　凌太 県ジュニア

荒川　慶量 市川市 村田　達勇 浦安市 鈴木　雅士 成田市 吉永　賢 銚子市

黒澤　直之 浦安市 齋木　敏明 富里市 藤井　源造 松戸市 八木岡　勝 印西市

武藤　和久 松戸市 藤村　文彦 成田市 髙阪　嘉久 浦安市 徳山　隆 四街道市

※ 小寺　聡司 船橋市 小川　重和 四街道市 ※ 遠藤　優太 習志野市 石原　紀一 成田市

吉松　昌弘 佐倉市 鈴木　涼仁 千葉学芸高 澤田　竜成 千葉黎明高 紺野　秀倖 駒澤大

中村　優作 市川市 岡村　善裕 市原市 福山　茂 船橋市 芦沢　幸太郎 船橋市

鈴木　秀俊 君津市 高橋　秀幸 香取市 安藤　崇生 印西市 伊藤　繁治 我孫子市

※ 鈴木　正一郎 匝瑳市 粂川　欣厚 習志野市 ※ 渡部　美和 君津市 津田　雅虎 東北福祉大

遠藤　雄一郎 柏市 安西　浩希 浦安市 西井　一哉 印西市 霜鳥　光則 船橋市

海老原　脩 印西市 澤田　和宏 富里市 知久　慎治 千葉市 疋田　智義 習志野市

岡野　広幸 千葉市 菅井　淳 船橋市 安蒜　真輝 日本大 蕨　和則 船橋市

※ 倉島　保一 市川市 ※ 鈴木　信行 一宮町 ※ 布施　正明 習志野市 平城　豪大 拓大紅陵高

石山　巌 八千代市 淀川　勇 船橋市 江川　健一 千葉市 寺田　憲児 八千代市

榎本　勝明 船橋市 松本　頼明 柏市 大村　明彦 佐倉市 山本　健次郎 浦安市

寺川　哲矢 印西市 助川　昌弘 柏市 菅野　正明 流山市

【注意事項】 【お知らせ】 競技委員長　　　杉山　　稔　
１．第1日目上位80位タイ迄の者が第2日目競技に出場できる。 １．試合プレー料金　16,636円（税込・食事別）
２．プレー進行には充分注意し昼食（9ホール終了時）を含めて5時間を厳守の事。 ２．朝の検温で37.5度以上の場合は出場できません。
３．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。 ３．クラブハウス内はマスク着用をお願いします。
４．クラブハウスオープン　6：00　　受付開始　6：15～
５．スタート40分前までに協会受付を済ませること。

氏名 氏名 氏名 氏名

39 9:54

8:42 40 10:02

8:34

37 9:38

8:26 38 9:46

10 8:42 20 10:02 30

9 8:34 19 9:54 29

8 8:26 18 9:46 28

7 8:18 17 9:38 27 8:18

35 9:22

6 8:10 16 9:30 26 8:10 36 9:30

5 8:02 15 9:22 25 8:02

33 9:06

4 7:54 14 9:14 24 7:54 34 9:14

3 7:46 13 9:06 23 7:46

31 8:50

2 7:38 12 8:58 22 7:38 32 8:58

2022　第46回千葉県アマチュアゴルフ選手権 決勝競技会

1 7:30 11 8:50 21 7:30

協賛


