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18ホールストロークプレー　　スタート表 主催 千葉県アマチュアゴルフ協会
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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

松本　眞輔 我孫子市 神保　操 千葉市 鈴木　盛行 市川市 金城　彰 市原市
小川　貴央 八千代市 野﨑　伸也 市原市 小川　正吾 成田市 若見　則男 船橋市
寺西　悦一 市川市 永井　照光 千葉市 相澤　勝利 佐倉市 谷川　有司 君津市

伊藤　良輔 白井市 梅澤　幹雄 千葉市
赤根　正信 松戸市 服部　稔 船橋市 鎌滝　順久 柏市 石川　和良 市原市
高橋　正明 館山市 髙木　祐太 大網白里市 石原　純 勝浦市 椎名　英輝 千葉市
久保木　亨 印西市 伊藤　安兼 市原市 門間　至 茂原市 山場　育男 茂原市
岡野　哲也 勝浦市 滝本　雄一 茂原市 岩崎　三男 千葉市 岸本　崇 木更津市
本橋　英樹 千葉市 小原　和久 茂原市 沖野　和典 千葉市 大久保　学 大網白里市
田中　馨 千葉市 髙松　俊宣 君津市 行方　守 市原市 荘司　敏之 千葉市
佐藤　寿男 松戸市 小沼　哲男 千葉市 122名 影山　直毅 勝浦市 樋口　新 鎌ヶ谷市
鴨川　富幸 市原市 田邉　練 夷隅郡 鈴木　晃祐 野田市 斉藤　あきひろ 千葉市
吉永　賢 銚子市 中村　英明 市原市 大原　俊弘 船橋市 岡村　善裕 市原市
鈴木　教大 南房総市 上野　敬輔 習志野市 石田　輝二 八街市 雨宮　寛 千葉市
土谷　泰三 成田市 丸　忠利 茂原市 江頭　幸雄 君津市 牧野　博文 君津市
浜村　拓也 館山市 川畑　京太郎 県ジュニア 櫻井　康広 茂原市 鄭　優星 県ジュニア
廣瀬　照康 千葉市 近藤　久米彦 袖ヶ浦市 小坂　圭司 鎌ヶ谷市 後藤　将一 船橋市
山形　健一 千葉市 中村　道晴 市原市 那珂　晴義 市原市 関谷　雅広 市原市
中村　政史 いすみ市 齋藤　勝則 成田市 松岡　鋭也 千葉市 日暮　順 千葉市
小泉　典之 千葉市 内田　悠介 市川市 ｷﾝｸﾞﾌｨｰﾙｽﾞGC 藤本　賢祐 千葉市 森　勝実 市原市
鈴木　秀俊 君津市 鶴岡　武人 習志野市 四宮　安彦 君津市 桐生　光久 印西市
舟山　俊之 千葉市 原島　孝史 千葉市 ℡　0436-36-6111 小林　裕明 八千代市 町田　吉太郎 木更津市
若菜　一 千葉市 森下　雅之 習志野市 高野　泰正 千葉市 齋藤　富夫 千葉市
斉藤　剛志 勝浦市 遠藤　慎之介 市原市 高口　正章 富里市 佐門　敏行 市原市
塚越　善人 市原市 石月　知明 千葉市 中上　浩三 市原市 小髙　雅之 茂原市
大塚　一徳 千葉市 宮崎　良美 市原市 藤井　悟道 君津市 疋田　智義 習志野市
山村　武志 千葉市 森本　啓 市川市 早崎　稔 千葉市 渡辺　憲久 千葉市
佐藤　友紀 成田市 堀切　宗弘 市川市 谷　幸治 成田市 川野　祥一 市川市
飯岡　勝利 千葉市 寺尾　眞一 八千代市 植松　進一 千葉市
片岡　洋介 船橋市 岩田　治 千葉市 宗像　一教 富津市
及川　恵一郎 八千代市 多田　貴浩 市原市 佐藤　芳行 市原市
北沢　賢治 君津市 久保　忠博 千葉市 金子　信夫 船橋市

【特別注意事項】 【注意事項】

１．予選通過人数は58名。 １．プレー進行には充分注意し、9ホール終了後昼食時間をとる。

　　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。5名のウエイティングを設ける。 ２．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。

　　競技終了後競技者は自身の予選通過を確認し、予選当日に決勝競技のエントリーを行う事。 ３．スタート40分前までに協会受付を済ませてください。

　　これを怠った者は決勝競技に出場する事は出来ない。（決勝エントリー費5,000円） 【お知らせ】

　　決勝競技5日前迄に選手の棄権が出た場合、同一会場のウエイティング者を順次繰り上げる。 １．プレー代　15,530円（昼食付）

　　但し棄権者がシード選手の場合はこの限りではない。 ２．指定練習日は4月18日（火）20日（木）21日（金）　コースへ直接申し込み。
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2017　第41回千葉県アマチュアゴルフ選手権予選競技会
第3会場　キングフィールズゴルフクラブ 平成29年4月25日（火）
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