
於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・OUT）　83名

時分 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市

1 7:00 浅野　正幸 八千代市 鈴木　信行 長生郡 千葉井　篤司 印旛郡市

2 7:08 長井　淳平 松戸市 大川　章吾 野田市 大塚　一徳 茂原市 山口　勝示 勝浦市

3 7:16 金村　幸生 我孫子市 伊藤　和久 山武郡市 遠藤　薪一 成田市 鈴木　正一郎 匝瑳市

4 7:24 永野　雄亮 市原市 佐久間　淳 袖ヶ浦市 奥田　堅太郎 市川市 柴崎　充雅 銚子市

5 7:32 和田　博之 館山市 板東　芳篤 木更津市 石山　博明 浦安市 廣井　栄二 鎌ケ谷市

6 7:40 渡部　美和 君津市 斉藤　実 勝浦市 牛尾　雄一 袖ヶ浦市 横田　耕太郎 習志野市

7 7:48 牧長　一喜 千葉市 吉永　賢 銚子市 石井　勉 松戸市 佐藤　大悟 香取郡

8 7:56 田中　健一朗 茂原市 塚原　康由 香取市 小寺　聡司 船橋市 中村　英明 市原市

9 8:04 増田　秀仁 柏市 木村　正宏 流山市 横山　哲 鎌ケ谷市 関本　良信 いすみ市

10 8:12 山崎　寿 浦安市 林　　堅也 香取郡 千年原　一仁 成田市 篠﨑　英行 山武郡市

11 8:20 遠藤　直樹 船橋市 池田　吉徳 八千代市 宮内　俊和 旭市 佐野　匡成 南房総市・安房郡

12 8:28 磯野　芳 夷隅郡 鈴木　盛行 市川市 細井　和良 野田市 小川　和 匝瑳市

13 8:36 豊嶋　剛 鴨川市 石毛　昌則 印旛郡市 香取　正夫 香取市 平野　正行 富津市

14 8:44 水野　晃 いすみ市 松崎　徹 長生郡 磯野　史尚 夷隅郡 小笠原　大介 習志野市

15 8:52 菊池　幸夫 銚子市 網代　吉和 館山市 平山　悠太 香取郡 齋藤　浩継 流山市

16 9:00 片岡　光一 山武郡市 石井　誠 勝浦市 渡辺　清和 南房総市・安房郡 金岡　治久 千葉市

17 9:08 宇田川　鉄也 富津市 本多　伸吾 木更津市 宇佐見　栄 柏市 鈴木　秀俊 君津市

18 9:16 尾崎　貴将 浦安市 今井　亘 印旛郡市 倉島　保一 市川市 丸　忠利 茂原市

19 9:24 松田　聖志 香取市 米本　真剛 旭市 森田　佳和 野田市 福島　哲司 我孫子市

20 9:32 土屋　隆志 匝瑳市 日暮　浩之 松戸市 布施　正明 習志野市 齋藤　敏行 船橋市

21 9:40 吉田　卓也 鴨川市 遠藤　俊行 袖ヶ浦市 永野　和也 市原市 宗像　一教 富津市
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於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・OUT）　83名 於　姉ヶ崎カントリー倶楽部（西コース・ＩＮ）　82名

時分 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市 氏名 郡市

1 7:00 玉造　政洋 香取市 三橋　好文 習志野市 山口　哲央 南房総市・安房郡

2 7:08 冨永　勝 船橋市 嶋野　菊治 夷隅郡 土橋　幸宏 千葉市

3 7:16 藤井　悟道 君津市 椎名　保 旭市 出山　泰弘 柏市 立見　寛治 富津市

4 7:24 毛利　基文 香取郡 吉田　考作 鴨川市 花崎　真一 いすみ市 秋元　忠勝 流山市

5 7:32 今関　和宏 山武郡市 高野　吉弘 八千代市 平野　健一 野田市 石原　紀一 成田市

6 7:40 磯野　裕信 夷隅郡 野田　好史 印旛郡市 武内　友基 木更津市 溝端　滋人 館山市

7 7:48 及川　久二 匝瑳市 佐藤　浩一 旭市 神崎　洋一 長生郡 石津　浩一 鴨川市

8 7:56 河野　淳一 市川市 佐野　充成 南房総市・安房郡 中田　雅之 浦安市 大塚　崇弘 我孫子市

9 8:04 宮﨑　晴幸 富津市 宮野　賢一 松戸市 平田　均 袖ヶ浦市 村越　典彰 君津市

10 8:12 波多野　隆一 千葉市 横尾　博史 勝浦市 瀬戸　隆之 銚子市 石井　肇 木更津市

11 8:20 秋野　誠 いすみ市 新井　悟 館山市 遠藤　優太 習志野市 浜島　佳弘 柏市

12 8:28 惠　智洋 流山市 片岡　正一 長生郡 中島　慶之 我孫子市 山城  康博 茂原市

13 8:36 斉藤　光将 市原市 鬼塚　俊作 鎌ケ谷市 鎌滝　正三 浦安市 神山　和浩 成田市

14 8:44 藤井　文男 野田市 加瀬　昌之 旭市 林　恵一 船橋市 湯澤　建人 市川市

15 8:52 小原　勉 袖ヶ浦市 杉山　宜行 八千代市 田村　一美 市原市 岡安　泰弘 鴨川市

16 9:00 高橋　健 印旛郡市 斉藤　正己 香取市 浮ヶ谷　博之 松戸市 河内　喜文 我孫子市

17 9:08 小原　和久 茂原市 飯島　英樹 匝瑳市 加納　進 鎌ケ谷市 宮内　栄三 銚子市

18 9:16 秋元　真一 流山市 影山　直毅 勝浦市 海老根　道典 夷隅郡 草柳　　航 香取郡

19 9:24 鈴木　教大 南房総市・安房郡 神保　操 千葉市 小林　敦 木更津市 鶴岡　英一 長生郡

20 9:32 梶山　政司 いすみ市 佐藤　宗太 柏市 鈴木　元 館山市 大祖根　貴光 山武郡市

21 9:40 牧野　博文 君津市 小川　貴央 八千代市 谷　幸治 成田市 谷村　朋昭 鎌ケ谷市
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