
後援 （公財）千葉県スポーツ協会　（一社）関東ゴルフ連盟
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主催 （一社）千葉県アマチュアゴルフ協会

OUT ★　シード選手 ＩＮ
組 時分 市町村 組 時分 市町村 組 時分 市町村 組 時分 市町村

飯島　英樹 匝瑳市 ★ 大原　俊弘 船橋市 岩本　晃 船橋市 ★ 坂輪　成章 大多喜町
荒川　慶量 市川市 渡辺　清一 銚子市 水上　佳昭 八千代市 津葉井　慎弥 千葉市
齋木　敏明 富里市 川畑　誠也 市川市 古谷　亘 佐倉市 西山　英樹 市川市
三ヶ島　竜 浦安市 日暮　浩之 松戸市 近藤　弘生 柏市 田中　健 佐倉市
山本　健次郎 浦安市 ★ 山口　祐介 印西市 宗像　一教 富津市 ★ 小林　大輔 千葉市
高橋　秀幸 香取市 杉本　博史 船橋市 日改　哲也 成田市 助川　昌弘 柏市
田中　健一朗 茂原市 岡　靖久 松戸市 佐々木　宏之 市川市 寺西　悦一 市川市
植草　伸夫 市川市 清水　徹太郎 千葉市 市原　慎一 船橋市 林　恵一 船橋市

★ 小泉　洋平 野田市 ★ 山野　貴之 千葉市 ★ 遠藤　優太 習志野市 ★ 大久保　学 大網白里市
早水　保貴 市川市 影山　直毅 勝浦市 吉永　賢 銚子市 内山　景志 千葉市
君安　久幸 山武郡 榎本　勝明 船橋市 松丸　佳孝 船橋市 五十嵐　俊一 成田市
上野　敬輔 習志野市 上代　修大 八千代市 伊藤　秀樹 香取郡 木村　崇了 千葉市

★ 増田　秀仁 柏市 ★ 渋谷　重氏 四街道市 160名 ★ 遠藤　薪一 成田市 ★ 布施　正明 習志野市
蕪木　登 市原市 澤本　陽一 市川市 近藤　正純 富津市 鎌滝　正三 浦安市
大湊　勝行 印西市 霜鳥　光則 船橋市 染屋　真一 山武市 芦沢　幸太郎 船橋市
川副　拓也 八千代市 岡崎　信行 我孫子市 江川　健一 千葉市 安藤　博徳 四街道市

★ 白井　敏夫 船橋市 ★ 佐藤　芳行 市原市 ★ 鎌滝　順久 柏市 ★ 石井　啓太 千葉市
髙阪　嘉久 浦安市 小原　和久 茂原市 岡野　広幸 千葉市 泉水　忠 船橋市
小坂　圭司 鎌ヶ谷市 岡田　稔彦 船橋市 宮下　宜嗣 船橋市 榎本　貴伸 千葉市
若梅　広樹 船橋市 松本　眞輔 我孫子市 郷田　宗誉 千葉市 赤根　正信 松戸市

★ 高村　保 袖ヶ浦市 ★ 塚越　善人 市原市 ★ 倉島　保一 市川市 ★ 中村　英明 市原市
鈴木　雅士 成田市 村田　達勇 浦安市 浜野ゴルフクラブ 高野　吉弘 八千代市 増田　高彦 八千代市
斎藤　崇人 船橋市 武藤　和久 松戸市 伊藤　邦夫 船橋市 渡邉　信明 船橋市
白井　航太 船橋市 吉田　潔 市川市 ℡ 0436-52-3111 嶺井　和彦 船橋市 藤田　好司 君津市

★ 嶋野　菊治 大多喜町 ★ 鈴木　信行 一宮町 ★ 鈴木　正一郎 匝瑳市 ★ 吉岡　洋樹 佐倉市
田村　一美 市原市 中上　浩三 市原市 野口　道彦 香取市 橋本　幸一 柏市
鶴岡　健一 船橋市 吉松　昌弘 佐倉市 野田　好史 印西市 鈴木　秀俊 君津市
清川　博 千葉市 丹治　孝 我孫子市 高木　歩 船橋市 木立　敦志 佐倉市

★ 平山　芳照 香取市 伊藤　繁治 我孫子市 ★ 森　孝浩 君津市 小倉　龍 成田市
松本　浩太郎 市原市 澤田　和宏 富里市 寺田　憲児 八千代市 藤井　源造 松戸市
渡邉　武 君津市 依田　惇 松戸市 布川　義久 船橋市 吉岡　和彦 成田市
中村　雅明 船橋市 山本　哲也 佐倉市 遠藤　渓 千葉市 坂本　勝慶 木更津市

★ 渡部　美和 君津市 市原　和実 流山市 ★ 奥田　堅太郎 市川市 湯澤　建人 市川市
本多　伸吾 木更津市 森　清嗣 印西市 石山　博明 浦安市 後藤　将一 船橋市
中山　秀之 柏市 石原　純 勝浦市 淀川　勇 船橋市 丸山　篤 千葉市
小沼　哲男 千葉市 片岡　洋介 船橋市 湯浅　良平 白井市 皆藤　慎太郎 松戸市

★ 原田　晃 市川市 鈴木　厚則 鎌ケ谷市 ★ 小寺　聡司 船橋市 佐藤　博史 八街市
大内　喜久 船橋市 工藤　久人 船橋市 石原　紀一 成田市 狩生　英士 船橋市
篠原　裕明 船橋市 大塚　洋二 浦安市 滝本　雄一 茂原市 長井　淳平 松戸市
鴨川　富幸 市原市 市川　透 千葉市 村上　和隆 松戸市 福島　哲司 我孫子市

　1．第1日18H終了時点で80位タイ迄の者が第2日18H競技に出場できる。
　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。 競技委員長　　　杉山　　稔　　
　3．各自スタートの40分前までに受付を済ませること。（受付開始：6：15～）
　4．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。
　5．競技当日、病気事故などの為に参加を取りやめた場合は、直接コースへ連絡すること。

氏名

2022　第25回千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技会

令和4年10月18日（火）19日（水）　　浜野ゴルフクラブ　　第1日目スタート表

氏名 氏名 氏名

31 8:54

2 7:38 12 8:58 22 7:42 32 9:02

1 7:30 11 8:50 21 7:34

33 9:10

4 7:54 14 9:14 24 7:58 34 9:18

3 7:46 13 9:06 23 7:50

35 9:26

6 8:10 16 9:30 26 8:14 36 9:34

5 8:02 15 9:22 25 8:06

37 9:42

8 8:26 18 9:46 28 8:30 38 9:50

7 8:18 17 9:38 27 8:22

39 9:58

10 8:42 20 10:02 30 8:46 40 10:06

9 8:34 19 9:54 29 8:38

プレー料金 16,500円 （食事付）

協賛


