
2014年7月25日(金)

ｽﾀｰﾄ ｽﾀｰﾄ

時間 時間

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78

ｱｷﾊﾞ ﾀｹｼ ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾋｺ ﾌｸｼﾏ ｲｻﾑ ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｵ ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾞ ｽｶﾞﾔ ﾃﾂｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ ﾏﾂｶﾜ ﾀｶｼ

秋葉 健 竹下 正彦 福島 勇 椙田 一男 山﨑 誠司 菅谷 哲男 渡辺 和行 松川 亘

市原GC市原 那須野ヶ原 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 市原柿の木台 市原柿の木台

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾄﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ ﾜﾗｶﾞｲ ｶﾂﾐ ｱﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ﾒｸﾞﾑ ｸﾘﾊﾗ ﾄｼﾕｷ

竹田 裕司 戸田 光法 鈴木 啓之 大久保 学 藁谷 克己 阿藤 晋一郎 宮下 恵 栗原 利之

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 市原GC市原 市原GC市原 千葉よみうり ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79

ｲｲｵｶ ﾋﾛｵﾐ ｺｼﾞﾏ ﾄﾓｷ ﾎﾘｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｶﾄｳ ｾｲｷ ﾀﾅｶ ｼｭｳ ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ ﾐﾔｻﾞｷ ｷﾐﾉﾘ ﾅｶﾉ ﾏｻﾌﾐ

飯岡 弘臣 小島 朝樹 堀井 宣弘 加藤 成煕 田中 収 髙野 利之 宮崎 仁知 中野 雅文

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 市原GC市原 市原GC市原 新君津BG 新玉村ｺﾞﾙﾌ場 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79

ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ ｶﾊﾞﾔ ﾏｻｵ ｵｷﾞﾜﾗ ｻｶｴ ｵｵﾅｷﾞ ﾋﾛｼ ｲﾉｳｴ ﾅｵｴ ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ ﾋﾗｶﾀ ｱｷﾗ ﾑﾛﾀ ﾋｻﾉﾘ

平野 忠則 蒲谷 正夫 荻原 栄 大梛 弘 井上 直衛 田村 眞 平方 彰 室田 尚紀

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 八千代 ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代 千葉よみうり ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79

ﾀﾀﾞ ｵｻﾑ ｵｵﾀ ﾄﾓｷ ｲｹﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾔｼ ｶﾂｱｷ ｶﾄﾞｽﾐ ﾋｻｼ ｻﾉ ﾓﾄｸﾆ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

多田 収 太田 智喜 池元 良介 林 勝昭 廉隅 尚史 佐野 元国 松本 正裕 柴田 雄二

ﾃﾞｲｽﾀｰ ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰ 八千代 妻沼ｺﾞﾙﾌ場 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾃﾞｲｽﾀｰ 市原柿の木台 新君津BG

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ ｻﾄｳ ｻﾁｵ ｸﾏｶﾞｲ ｲｻｵ ｻｶｲ ﾖｼﾀｶ ﾀｹｻﾞﾜ ﾉﾘﾔｽ ﾀｲﾏ ﾏｻｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｵ ｸｻﾏ ﾀｸﾐ

内田 清 佐藤 幸雄 熊谷 勇夫 坂井 嘉孝 竹澤 功泰 當麻 正貴 山口 育生 草間 匠

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 千葉よみうり 八千代 那須野ヶ原 八千代 千葉よみうり 八千代

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｲﾁ ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ ﾅｶｼﾏ ﾋﾄﾐ

藤本 和大 渡辺 誠 島袋 拓 渡邊 哲也 宮下 真一 根本 裕一 関口 洋一 中島 仁三

八千代 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 市原GC市原 妻沼ｺﾞﾙﾌ場 八千代 那須野ヶ原 市原柿の木台 千葉よみうり

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ﾅｶﾄ ﾀｶﾖｼ ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｵﾙ ｲﾜｲ ｼｮｳｲﾁ ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋﾄｼ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ ﾊﾔｼ ﾄｼｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ ｾﾄｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ

中戸 孝嘉 金澤 徹 岩井 正一 八木沼 仁 高橋 健司 林 利治 髙橋 聡 瀬戸口 雅昭

ｼｰﾄﾞ･CL千葉 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 八千代 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 市原柿の木台 八千代 新玉村ｺﾞﾙﾌ場 八千代

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅﾘﾀ ﾏｻﾋｻ ｻﾙﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ｳｽｲ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｷﾀｶ ｱﾘｶﾜ ﾏｺﾄ ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ﾋﾛｾ ﾕｳｿﾞｳ

杉山 耕一郎 成田 正久 猿山 隆二 薄井 嘉宏 柳田 幸貴 有川 誠 飯島 英樹 広瀬 雄三

ﾃﾞｲｽﾀｰ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 千葉よみうり ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 八千代 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82

ﾎﾘｷﾘ ﾑﾈﾋﾛ ｳﾁﾔﾏ ｶﾝｼﾞ ﾐｳﾗ ﾉﾘﾐﾂ ｷﾑﾗ ﾋﾄｼ ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾏﾂｲ ﾁｶｵ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾀｶ ｻﾒｼﾞﾏ ﾋﾄｼ

堀切 宗弘 内山 幹治 三浦 徳光 木村 仁 本田 彰宏 松井 周生 立花 吉隆 鮫島 均

八千代 八千代 千葉よみうり 千葉よみうり 新玉村ｺﾞﾙﾌ場 市原GC市原 ﾃﾞｲｽﾀｰ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｿﾒﾔ ｼﾝｲﾁ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ ﾜｶﾅ ｼｹﾞﾙ ｳｽｲ ﾏｻﾙ ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ ﾄﾐﾀ ｱｷﾗ ﾌｸﾓﾄ ｼｭﾝ

染谷 真一 柳原 統 若菜 茂 臼居 大 寺本 貢尚 橋本 和男 富田 明 福本 俊

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾃﾞｲｽﾀｰ 市原柿の木台 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 市原柿の木台

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ｳｽｲ ﾀｶｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾙ ﾓﾘﾀ ﾀｹﾋﾛ ﾐｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾐﾈ ﾋﾃﾞﾋﾛ ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ ｵｵｸﾏ ﾏｽﾐ ﾋﾛﾐﾂ ﾄｼﾕｷ

臼井 隆志 山本 充 森田 武弘 三澤 孝至 峰 秀弘 石川 敦 大熊 眞澄 弘光 利之

妻沼ｺﾞﾙﾌ場 千葉よみうり 千葉よみうり 市原柿の木台 市原GC市原 八千代 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83

ﾈﾓﾄ ｵｻﾑ ﾄﾐﾀ ｼｹﾞﾙ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ｿﾒﾔ ｻｶｴ ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ｾｲ ﾖｼﾅﾘ ｸﾏﾉ ﾔｽﾋﾛ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ

根本 敦 冨田 茂 富澤 良二 染谷 栄 栗田 和宏 清 良成 熊野 康弘 望月 一弘

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 八千代 ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｼ ｶﾄｳ ﾀｹｼ ｼﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ ｶﾜﾉ ｼﾝｲﾁ ｶﾜｲ ｲﾁﾛｳ ﾖﾈﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｶﾊﾀ ﾅｵﾔｽ

松永 武士 加藤 剛士 進藤 祥史 河野 真一 川合 一郎 米本 真剛 原 大輔 高畑 尚康

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 八千代 八千代 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 新君津BG 千葉よみうり 妻沼ｺﾞﾙﾌ場 市原GC市原

1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 71 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 86

ﾔｸﾞﾁ ｱﾂｼ ｷﾐｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ ﾔﾌﾞｷ ﾓﾄﾖｼ ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ﾐｶﾐ ﾀｹｼ ｵﾆｻﾞﾜ ﾄｼﾋｻ ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

矢口 敦士 君島 勇人 矢吹 元良 片山 貴由 三上 毅 鬼澤 敏文 増田 順治 栗林 秀喜

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 那須野ヶ原 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 市原GC市原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 市原GC市原 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

1日目ｽｺｱ 68 1日目ｽｺｱ 68 1日目ｽｺｱ 69 1日目ｽｺｱ 70 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87

ｵﾉ ﾀﾂﾋｺ ｼﾏﾀﾞ ｵｻﾑ ﾃﾞｨｰﾝ ﾛｼﾞｬｰｽ ﾔﾏﾉ ﾀｶﾕｷ ｻﾉ ﾄﾓﾋｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ ﾐｳﾗ ｺｳｷ

小野 竜彦 島田 修 ディーンロジャース 山野 貴之 佐野 智彦 中島 慶之 皆川 博嗣 三浦 幸喜

ｼｰﾄﾞ･富士ｺﾞﾙﾌ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 市原柿の木台 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 91

ﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ ﾀﾅｷﾞ ﾀｶﾄ

和田 考行 佐藤 聖二 棚木 孝人

千葉よみうり 那須野ヶ原 那須野ヶ原

OUT IN

組

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

組

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

選手名

所属ｺｰｽ

1 7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

3 7:16 3 7:16

4 7:24 4 7:24

5 7:32 5 7:32

6 7:40 6 7:40

7 7:48 7 7:48

8 7:56 8 7:56

9 8:04 9 8:04

10 8:12 10 8:12

11 8:20 11 8:20

12 8:28 12 8:28

13 8:36 13 8:36

14 8:44 14 8:44

15 8:52 15 8:52

16 9:00 16 9:00

9:08 調　　整　　時　　間 17 9:08

参加人数：131人

-

東日本Ｂ地区パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技（男子部門）
開催コース：八千代ゴルフクラブ


