
2021　

36
令和3年5月25日(火) 出場者  93 名

於　 袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース
 TEL  043-228-2221

OUT
時分 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ

1 8:00 石原　紀一 成田市 78 吉永　賢 銚子市 78 早水　保貴 市川市 78 大原　俊弘 船橋市 78

2 8:07 蕪木　登 市原市 77 原田　晃 市川市 77 浅野　正幸 八千代市 77 吉原　伸一 東金市 77

3 8:14 勝俣　翔 法政大 77 倉島　保一 市川市 77 嶋野　菊治 大多喜町 77 金村　幸生 我孫子市 77

4 8:21 田中　満 船橋市 76 森　清嗣 印西市 76 伊藤　繁治 我孫子市 76 鈴木　隆之 木更津市 76

5 8:28 森　孝浩 君津市 76 小林　拳史郎 中央学院大 76 香取　龍海 中央学院大 76 小林　大輔 千葉市 76

6 8:35 鈴木　教大 南房総市 75 小寺　聡司 船橋市 75 鄭　優星 東北福祉大 75 佐野　充成 松戸市 75

7 8:42 宮﨑　琉 東北福祉大 75 鈴木　辰海 日本体育大 75 佐藤　博史 八街市 75 田中　健一朗 茂原市 75

8 8:49 増田　秀仁 柏市 73 鎌滝　順久 柏市 74 平川　陸斗 法政大 74 中川　拓海 中央学院大 74

9 8:56 遠藤　慎之介 市原市 73 高村　保 袖ケ浦市 73 金田　卓己 中央学院大 73 大野　倖 日本ウェルネス高 73

10 9:03 中上　浩三 市原市 72 鈴木　信行 長生郡 72 豊　太陽 千葉黎明高 73 海老原　脩 印西市 73

11 9:10 遠藤　優太 習志野市 71 大岩　慶尚 千葉黎明高 71 湯浅　良平 白井市 72 竹澤　瞬 千葉市 72

12 9:17 鈴木　晃祐 東北福祉大 68 鈴木　聡馬 日本大 69 坂田　一真 千葉黎明高 70 渡部　美和 君津市 70

IN
時分 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ 氏　　名 市町村 ｽｺｱ

13 8:00 岩国　佑来 千葉黎明高 78 八木岡　勝 印西市 78 山口　祐介 印西市 78 吉松　昌弘 佐倉市 79

14 8:07 川島　宗太 山武市 79 鈴木　雅士 成田市 79 山本　哲也 佐倉市 79 鈴木　秀俊 君津市 79

15 8:14 鎌滝　正三 浦安市 79 石川　和良 市原市 79 鈴木　海斗 南房総市 79 井上　陽二 木更津市 79

16 8:21 奥田　堅太郎 市川市 79 田中　健 佐倉市 79 石井　勉 松戸市 80 岡野　広幸 千葉市 80

17 8:28 千々石　寛 印西市 80 武藤　和久 松戸市 80 髙井　博和 四街道市 80 髙橋　俊哉 大網白里市 80

18 8:35 雨宮　寛 千葉市 80 宗像　一教 富津市 80 石月　知明 千葉市 80 野田　好史 印西市 80

19 8:42 高橋　健 佐倉市 80 村田　達勇 浦安市 80 小川　貴央 八千代市 80 奥村　礼惟 駒澤大 80

20 8:49 熊谷　拓海 拓大紅陵高 80 布施　正明 習志野市 80 高橋　秀幸 香取市 80 栗原　建二 佐倉市 81

21 8:56 市原　和実 流山市 81 藁谷　和一 市川市 81 及川　恵一郎 八千代市 81 篠塚　直彦 成田市 81

22 9:03 大久保　学 大網白里市 81 大塚　康弘 千葉市 81 助川　昌弘 柏市 81

23 9:10 藤井　源造 松戸市 81 日暮　浩之 松戸市 81 徳山　隆 四街道市 81

24 9:17 田村　一美 市原市 81 後藤　将一 船橋市 81 霜鳥　光則 船橋市 81

千葉県アマチュアゴルフ選手権決勝競技

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

[通知事項]
1. 本競技の優勝者は2022年度関東アマチュア選手権ブロック大会にシードされる。また、2位以下9名は2022年関東アマチュアゴルフ選手権
地区予選競技会に出場することが出来る。また上位15名を2022年千葉オープンゴルフ選手権決勝競技にシードする。更に上位10位タイ迄を

2022年千葉県アマチュアゴルフ選手権決勝競技、2021年千葉県ミッドアマチュア選手権決勝競技にシードする。
上位5位タイ迄の者は、2021年国民体育大会ゴルフ競技千葉県代表選手選抜競技会の出場資格を得る。（含む既得者）

[注意事項]

1. プレー進行には充分注意し18ホール５時間を厳守のこと。

ホール ストロークプレー第２日(１８Ｈ)スタート表

3. 競技出場者は自身のスタート時刻40分前までにクラブハウスに
到着しなければならない。また、クラブハウス到着時には協会受付
にスタート時刻・氏名を申告して到着したことの確認を受けなくては

ならない。
4. クラブハウスへの入退室時にはブレザー形式に上衣を必ず着用
し、且つ開催会場クラブが定めた「服装規定」を遵守して、アマチュア

ゴルファーの品位に欠けるがごとき服装をしてはならない。

[特別注意事項]
1. 優勝にタイが生じた場合は競技委員長の指定するホールに於
けるプレーオフとし、第２位以下にタイが生じた場合10番～18番

を対象とするマッチング・スコアカード方式により決定する。
2. この組み合わせに欠場があった場合は、時刻、組合わせを変更
することがある。

競技委員長 杉山 稔

協賛


