
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・千葉県ゴルフ場支配人会

（株）千葉日報社

主　催 （一社）千葉県アマチュアゴルフ協会

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

後藤　将一 船橋市 赤根　正信 松戸市 福山　茂 船橋市 片岡　洋介 船橋市
寺田　憲児 八千代市 丹治　孝 我孫子市 橋本　幸一 柏市 井上　貴光 野田市
吉岡　和彦 成田市 大湊　勝行 印西市 江﨑　孝信 市川市 小池　基之 市川市
遠藤　渓 千葉市 渡瀬　秀則 船橋市 鶴岡　武人 習志野市 中山　秀之 柏市
宮武　孝光 船橋市 粂川　欣厚 習志野市 石井　明 船橋市 野田　好史 印西市
海野　克己 松戸市 吉松　昌弘 佐倉市 佐藤　雄治 柏市 才津　博昭 我孫子市
久保木　亨 印西市 佐藤　久幸 松戸市 中村　仁勇 千葉市 篠﨑　英憲 柏市
渡辺　幹夫 柏市 荒井　秀治 野田市 長井　淳平 松戸市 大内　喜久 船橋市
石井　勉 松戸市 遠藤　直樹 船橋市 近藤　正純 富津市 市原　和実 流山市
木田　亮 船橋市 内山　景志 千葉市 芦沢　幸太郎 船橋市 松浦　裕介 浦安市
徳山　隆 四街道市 石川　正和 船橋市 花島　伸幸 柏市 及川　恵一郎 八千代市
宮下　真一 市川市 川上　信吉 我孫子市 髙阪　嘉久 浦安市 伊藤　史麿 千葉市
助川　昌弘 柏市 篠田　徳明 柏市 西山　英樹 市川市 湯浅　良平 白井市
稲垣　隆一 柏市 岡田　稔彦 船橋市 菅野　正明 流山市 佐藤　晴一 八千代市
齋藤　敏行 船橋市 森下　雅之 習志野市 海老原　和己 船橋市 村上　和隆 松戸市
松田　聖志 香取市 松本　眞輔 我孫子市 清水　徹太郎 千葉市 速水　新一 我孫子市
増田　高彦 八千代市 八木岡　勝 印西市 山本　哲也 佐倉市 滝沢　勲 我孫子市
鶴岡　健一 船橋市 市原　慎一 船橋市 松井　周生 浦安市 橋本　克也 柏市
飯島　貴久 柏市 田中　健 佐倉市 齋木　敏明 富里市 遠藤　定夫 松戸市
沖野　和典 千葉市 大槻　肇 長生郡 金村　宣昭 船橋市 岩本　晃 船橋市
堀口　勝巳 船橋市 日暮　浩之 松戸市 工藤　久人 船橋市 福島　哲司 我孫子市
石山　巌 八千代市 加藤　靖司 松戸市 黒川　敏行 千葉市 白土　智一 松戸市
杉本　篤 柏市 佐藤　誠 船橋市 小川　重和 四街道市 渕上　英俊 船橋市
依田　惇 松戸市 蛭間　寛 船橋市 皆藤　慎太郎 松戸市 岸野　好伸 市川市
海老原　浩行 船橋市 上代　修大 八千代市 深山　光一 柏市 石井　泰行 船橋市
清川　博 千葉市 中村　雅明 船橋市 蕨　和則 船橋市 溝口　忠信 印旛郡
田中　英二 佐倉市 湯本　康弘 市川市 荻原　壮一郎 千葉市 大島　康宏 市川市
白井　航太 船橋市 相澤　勝利 佐倉市 中村　優作 市川市 小坂　優太 千葉市
谷村　朋昭 鎌ヶ谷市 橋本　哲夫 白井市
田中　順一 船橋市 木立　敦志 佐倉市
上野　敬輔 習志野市 小峰　次男 船橋市
高橋　秀幸 香取市 宇佐見　健一 印西市

　【注意事項】
この組合せに欠場があった場合は、時刻・組み合わせを変更することがあります。

無断で欠席された場合は、次年度同競技会には出場できません。

　【特別注意事項】
予選通過人数は45名。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名のウェイティングを設ける。

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こと。（決勝参加費5,000円・予選会場または後日振込にて納付） 第4会場競技委員長　　秋川　　満　
決勝5日前迄に欠席者が出た場合は、同一会場のウェイティング者を順次繰り上げる。

競技出場者は自身のスタート時刻40分前迄に協会受付を済ませ、スタート5分前までにはスタートに居なければならない。（6：30～受付開始）
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2022　千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権　予選競技会

第4会場　中山カントリークラブ　　　　　令和4年9月14日（水）

1 7:32 9 8:28 16 7:32

プレー料金

15,300円 （昼食付）

協賛


