
後援 （公財）千葉県体育協会・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 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

小原　和久 茂原市 鈴木　秀俊 君津市 鈴木　信行 長生郡 斉藤　昇 千葉市
田中　満 船橋市 徳能　浩孝 千葉市 松田　聖志 香取市 大岩　隆 市原市
野村　実 千葉市 石川　和良 市原市 荘司　敏之 千葉市 志田　喜秋 船橋市

公文　和彦 市川市 森本　啓 市川市
石原　裕士 千葉市 小西　治幸 佐倉市 丸　忠利 茂原市 佐藤　一俊 佐倉市
行方　守 市原市 本橋　英樹 千葉市 猪狩　芳樹 市川市 善田　正幸 千葉市
中山　秀之 柏市 牧野　博文 君津市 斉木　弘志 千葉市 今井　正岳 船橋市
岡野　広幸 千葉市 鈴木　克信 千葉市 鹿島　寛 船橋市 三ヶ島　竜 浦安市
佐瀬　敏夫 山武市 飯田　知樹 千葉市 海野　克己 松戸市 古川　雅也 市川市
近藤　弘生 柏市 鴨川　富幸 市原市 大久保　学 大網白里市 宍倉　勝好 市原市
高口　正章 富里市 大内　喜久 船橋市 藤平　文義 富津市 石坂　秀樹 茂原市
鈴木　俊宏 野田市 近藤　久米彦 袖ヶ浦市 中村　政史 いすみ市 鈴木　幸一郎 千葉市
霜鳥　光則 船橋市 金城　彰 市原市 森塚　光彦 市原市 藤井　悟道 君津市
高橋　克彦 松戸市 岡田　孝之 千葉市 斉藤　正己 香取市 菅澤　寛健 山武市
滝本　雄一 茂原市 疋田　智義 習志野市 門間　至 茂原市 海老原　浩行 船橋市
杉本　篤 柏市 糸房　秀昭 東金市 石田　達也 千葉市 高山　勝彦 千葉市
廣瀬　照康 千葉市 布施　正明 習志野市 三枝　由夫 船橋市 三浦　徳光 市原市
吉田　潔 市川市 和田　充弘 千葉市 高橋　恭一 千葉市 恩田　昌宏 千葉市
石原　純 勝浦市 谷川　有司 君津市 鈴木　教大 南房総市 岡澤　重雄 東金市
山崎　寿 浦安市 山形　健一 千葉市 山村　武志 千葉市 早崎　稔 千葉市
坂輪　成章 夷隅郡 熊谷　泰弘 四街道市 河野　淳一 市川市 小沼　哲男 千葉市
沖野　和典 千葉市 白鳥　宏司 千葉市 片桐　初男 茂原市 山場　育男 茂原市
野﨑　伸也 市原市 栗林　秀喜 市原市 若菜　一 千葉市 網代　栄一 市原市
相澤　勝利 佐倉市 澤井　真次郎 千葉市 樋口　新 鎌ヶ谷市 中本　正治 千葉市
神農　英和 浦安市 石田　輝二 八街市 中上　浩三 市原市 石月　知明 千葉市
辻　博文 東金市 関谷　雅広 市原市 田中　馨 千葉市 高杉　亘 四街道市
角田　茂晴 船橋市 杉本　哲也 千葉市 鈴木　盛行 市川市 宮崎　良美 市原市
高野　泰正 千葉市 蜂谷　和也 佐倉市 野村　順 千葉市 岩崎　三男 千葉市
村越　典彰 君津市 鈴木　哲哉 佐倉市 大塚　一徳 千葉市 清川　博 千葉市
禰占　勇 浦安市 大島　孝之 千葉市 長田　博正 袖ヶ浦市 石井　秀明 佐倉市
木村　勝巳 千葉市 野村　仁志 市原市 堀切　宗弘 市川市 畠野　篤史 四街道市
大島　也寸志 館山市 斉藤　あきひろ 千葉市 斉藤　賢 長生郡 内堀　弘政 印旛郡
高橋　功一 四街道市 嶋田　清 千葉市 荻野　幸伸 千葉市
深山　雅由 千葉市 大塚　洋二 浦安市 慶田　影美 佐倉市
大﨑　修 市原市 小髙　雅之 茂原市 石井　利実 市原市
江頭　幸雄 君津市 梅澤　幹雄 千葉市 加藤　剛 成田市

　【注意事項】 　【特別注意事項】
この組合せに欠場があった場合は 1 予選通過人数は51名。
時刻・組合せを変更する事がある。 スコアーにタイが生じた場合、マッチング・スコアーカード方式を採用。 　プレー料金

終了した競技者は自身が予選通過を確認し、予選当日に決勝競技のエントリー（5,000円）を 　13,000円　（昼食・消費税別）
済ませること。これを怠った者は決勝競技に出場することは出来ない。
決勝5日前迄に欠席者が出た場合順位を繰り上げる。

2 競技出場者は自身のスタート時刻30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。
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