
2022　千葉県男子シニア選手権（男子55歳以上） 主催：（一社）千葉県アマチュアゴルフ協会　　　　　　TEL：043-202-1080

11月8日（火）　船橋CC 締切日：10月10日（月）
№ 氏名 市町村 № 氏名 市町村 № 氏名 市町村 № 氏名 市町村
1 海老原　浩行 船橋市 41 宇佐美　新二 市原市 81 渋谷　重氏 四街道市 121 宮田　正奈雄 木更津市
2 川本　秀俊 我孫子市 42 田中　秀幸 市川市 82 佐瀬　敏夫 山武市 122 花香　新次郎 旭市
3 大村　明彦 佐倉市 43 和田　泰治 千葉市 83 田中　英二 佐倉市 123 石原　裕士 千葉市
4 粂川　欣厚 習志野市 44 石月　知明 千葉市 84 禰占　勇 浦安市 124 大島　康宏 市川市
5 深山　光一 柏市 45 小峰　次男 船橋市 85 江﨑　孝信 市川市 125 岩本　晃 船橋市
6 若梅　広樹 船橋市 46 高橋　功一 四街道市 86 福本　健一 千葉市 126 林　恵一 船橋市
7 福原　純一 木更津市 47 大塚　洋二 浦安市 87 河野　淳一 市川市 127 伊勢　直史 船橋市
8 福山　茂 船橋市 48 五十嵐　俊一 成田市 88 鴨川　富幸 市原市 128 丹治　孝 我孫子市
9 宮井　善一 市川市 49 髙野　泰正 千葉市 89 奥脇　治郎 柏市 129 鶴岡　武人 習志野市
10 福島　嘉満 鎌ヶ谷市 50 石坂　順司 市川市 90 名取　賢 木更津市 130 沖野　和典 千葉市
11 藤井　源造 松戸市 51 梅澤　幹雄 千葉市 91 金村　宣昭 船橋市 131 森藤　雅彦 船橋市
12 斎藤　崇人 船橋市 52 速水　新一 我孫子市 92 野村　仁志 市原市 132 石山　美紀 船橋市
13 大坪　純一 船橋市 53 市原　和実 流山市 93 赤迫　裕之 我孫子市 133 椎名　保 旭市
14 田中　順一 船橋市 54 榎本　貴伸 千葉市 94 藤平　文義 富津市 134 松田　聖志 香取市
15 知久　慎治 千葉市 55 松井　周生 浦安市 95 平野　正行 富津市 135 酒井　家安 木更津市
16 蕨　和則 船橋市 56 勝又　泰雄 長生郡 96 田中　裕司 松戸市 136 宮下　宜嗣 船橋市
17 平山　芳照 香取市 57 町田　重和 木更津市 97 石川　正和 船橋市 137 河野　真一 銚子市
18 及川　久二 匝瑳市 58 齋木　敏明 富里市 98 伊藤　正利 浦安市 138 宮原　正美 市川市
19 廣瀬　照康 千葉市 59 橋本　克也 柏市 99 中島　仁三 船橋市 139 坂本　祥貢 鎌ケ谷市
20 山本　哲也 佐倉市 60 中村　雅明 船橋市 100 荒井　秀治 野田市 140 高橋　一君博 四街道市
21 赤根　正信 松戸市 61 永嶋　睦 木更津市 101 難波　紀幸 柏市 141 渡邉　俊雄 千葉市
22 原田　晃 市川市 62 寺田　憲児 八千代市 102 杉本　篤 柏市 142 中山　秀之 柏市
23 村田　達勇 浦安市 63 片岡　正治 市川市 103 渕上　英俊 船橋市 143 遠藤　直樹 船橋市
24 行方　守 市原市 64 小沼　哲男 千葉市 104 岩瀬　謙 千葉市 144 今井　正岳 船橋市
25 片岡　洋介 船橋市 65 橋本　哲夫 白井市 105 菅原　孝 八千代市 145 伊藤　史麿 千葉市
26 大杉　陽一 流山市 66 齋藤　敏行 船橋市 106 西岡　博之 千葉市 146 大内　喜久 船橋市
27 宮武　孝光 船橋市 67 黒川　敏行 千葉市 107 榎本　勝明 船橋市 147 近藤　久米彦 袖ケ浦市
28 杉本　博史 船橋市 68 市川　透 千葉市 108 小川　重和 四街道市 148 石田　輝二 八街市
29 早水　保貴 市川市 69 高橋　恭一 千葉市 109 伊藤　雄二 船橋市 149 菊池　正彦 千葉市
30 鈴木　久男 袖ケ浦市 70 海老原　和己 船橋市 110 湯本　康弘 市川市 150 増田　秀仁 柏市
31 外池　謙二郎 船橋市 71 泉水　忠 船橋市 111 三鬼　堅成 大網白里市 151 嶋野　菊治 大多喜町
32 内山　景志 千葉市 72 栗原　建二 佐倉市 112 森下　雅之 習志野市 152 傍島　伸之 千葉市
33 堀口　勝巳 船橋市 73 市原　慎一 船橋市 113 高口　正章 富里市 153 浮ヶ谷　信夫 松戸市
34 吉永　賢 銚子市 74 吉松　昌弘 佐倉市 114 佐藤　久幸 松戸市 154 石原　紀一 成田市
35 工藤　久人 船橋市 75 鈴木　正一郎 匝瑳市 115 中村　仁勇 千葉市 155 三橋　好文 習志野市
36 吉田　潔 市川市 76 田村　一美 市原市 116 丸山　篤 千葉市 156 染屋　真一 山武市
37 岡　靖久 松戸市 77 鎌滝　正三 浦安市 117 今井　亘 四街道市 157 木村　政彦 船橋市
38 武藤　和久 松戸市 78 村上　和隆 松戸市 118 木立　敦志 佐倉市 158 岡田　孝之 千葉市
39 佐藤　晴一 八千代市 79 中上　浩三 市原市 119 坂本　勝慶 木更津市 159 相澤　勝利 佐倉市
40 荻野　幸伸 千葉市 80 遠藤　定夫 松戸市 120 東條　光宏 鎌ケ谷市 160 新井　悟 南房総市

★ｷｬﾝｾﾙ待ち　12名

エントリー数　160名


