
期　　　日：平成２７年５月２０日（水）・２１日（木）

会　　　場：富士グリーンヒルゴルフコース

参加者数　：１７８名

組 時間 氏　名 予選通過コース 組 時間 氏　名 予選通過コース 組 時間 氏　名 予選通過コース 組 時間 氏　名 予選通過コース
堀内　利信 富士グリーン 水戸　颯 大麻生 小野寺 博也 妻沼 中野　大輔 昭和の森
佐藤 桂太朗 新玉村 大久保 克海 昭和の森 大神田　充 昭和の森 伊藤　拓海 富士ゴルフ
赤堀　良 昭和の森 平澤　夢厳 富士ゴルフ 太田　義隆 富士ゴルフ 金子　直矢 丘の公園清里
遠藤　孝則 富士ゴルフ 呉　英彪 昭和の森 梶原　正吾 昭和の森
今野　一成 昭和の森 越川　直毅 シード・三井の森 阿部　洋介 富士グリーン 鈴木　清明 富士グリーン
尾泉　輝隆 富士グリーン 志村　幸一 富士ゴルフ 佐々木 博文 小淵沢 轟　秀夫 大麻生
市川　裕司 富士見高原 浅田 つとむ 昭和の森 淡路　恋 昭和の森 岩沢　一輝 昭和の森
斎藤　大輝 三井の森 内田　裕 三井の森 菊地　展弘 富士ゴルフ
川西　旦浄 丘の公園清里 黒須　光廣 富士グリーン 阿部　誠 大麻生 濱津　拓真 新玉村
矢澤　好夫 昭和の森 石田　竜元 昭和の森 竹原　宏 富士ゴルフ 五十嵐 瑠亜 昭和の森
井出　俊 富士グリーン 三澤　康弘 鹿島南蓼科 江口　裕輔 昭和の森 田中 祐太郎 三井の森
林　信行 前橋 嶺岸　政秀 昭和の森 三木　淳平 富士グリーン 細谷　朋生 富士グリーン
辻浦　一輝 妻沼 奥村　康徳 昭和の森 田中　一輝 新玉村 日高　浩 昭和の森
安中　司 昭和の森 峯村　学 三井の森 町田　成穂 昭和の森 河合　孝英 三井の森
栗原　克明 富士ゴルフ 田中　良博 昭和の森 久富　隆生 鹿島南蓼科 松本　正之 富士グリーン
阿部　元則 富士グリーン 露木　輝幸 富士グリーン 岩下　徹郎 昭和の森 北村　勇次 富士見高原
清水　則夫 小淵沢 奥村　俊之 大麻生 岡村　泰来 富士グリーン 森本　守 富士ゴルフ
小林　功 大麻生 関口　洋一 富士ゴルフ 白井　陸 ウィーゴ 大﨑　秀往 富士グリーン
山田　豊 昭和の森 鈴木　朝登 昭和の森 新井　雅典 大麻生 宮下　大周 前橋
村上　信一 富士グリーン 横山 隆乃助 前橋 池嶋　則夫 昭和の森 中野　幹生 昭和の森
太田　秀樹 昭和の森 榛沢　隆夫 昭和の森 鮫島　均 富士ゴルフ 冨田　雄貴 丘の公園清里
北村　重道 富士ゴルフ 木村　元一 富士ゴルフ 久保田　慎 富士グリーン 馬場　裕康 昭和の森
田﨑　保志 富士グリーン 林　一夫 新玉村 鈴木　隆司 昭和の森 田辺　光男 富士ゴルフ
町田　真二 新玉村 神目　亘 昭和の森 橋本　竜摩 新玉村 大塚　邦彦 三井の森
市川　裕久 富士見高原 大家　成登 ウィーゴ 加藤　翔 丘の公園清里 荻島　俊介 昭和の森
坂本　幹太 富士グリーン 井筒　政通 昭和の森 杉本　保之 昭和の森 黒田　一成 富士ゴルフ
石原　輝彦 富士ゴルフ 志賀　淳一 昭和の森 小泉　信和 富士グリーン 増山　浩喜 昭和の森
平川　諒 昭和の森 井上 雄二朗 富士グリーン 新村　駿 三井の森 武松　将寛 妻沼
綛田　隆介 富士グリーン 吉田 壮一郎 昭和の森 長江　幸夫 昭和の森 貞廣　祐孝 富士グリーン
佐藤　雄紀 昭和の森 池田　佑甫 丘の公園清里 佐々木　正 昭和の森 鈴木　光夫 鹿島南蓼科
河合　映志 丘の公園清里 小荒井 秀晃 富士グリーン 清水　利彦 妻沼 水島　教巳 富士グリーン
日置　一 三井の森 佐藤　将吾 妻沼 倉持　誠 富士グリーン 森崎　豪 昭和の森
高橋　海仁 昭和の森 大村　英雄 富士ゴルフ 服部　寛大 小淵沢 山内　一茂 大麻生
榎本　隆一 大麻生 井上　賢人 昭和の森 園部　潤 大麻生 川崎　純 鹿島南蓼科
島田　康成 昭和の森 春日　宏之 小淵沢 鈴木　亮司 昭和の森 池田　幸夫 昭和の森
関　翔大 富士ゴルフ 重沢　悟 昭和の森 赤羽　宏優 三井の森 Timothy Fearney 富士グリーン
田川　美道 三井の森 村松　章史 富士ゴルフ 竹之内 雄太 昭和の森 阿部　悟 昭和の森
世古　祐飛 小淵沢 勝又　正範 富士グリーン 宗形　啓吾 前橋 小豆野　修 富士ゴルフ
佐藤　尊則 富士グリーン 神山　直樹 昭和の森 阿久津　智 昭和の森 寺本　貢尚 富士グリーン
吉岡　進 昭和の森 石川　雄姿 丘の公園清里 長澤　奨 丘の公園清里 田中　誠 昭和の森
坂本　僚平 妻沼 上谷　昭治 富士グリーン 角田　卓也 昭和の森
細矢　雅光 富士ゴルフ 赤藤　修司 大麻生 天利　恵介 昭和の森
青木　竜真 昭和の森 關橋　光一 富士ゴルフ 園田　昂生 富士グリーン
白　源正 大麻生 塚本　大 昭和の森 岩崎　裕斗 三井の森
米山　勇樹 富士グリーン 原田　大雅 富士ゴルフ
長岡　元樹 新玉村 本山　信彦 昭和の森
大家　光世 ウィーゴ 水崎　奎太 ウィーゴ
塚本　大輝 昭和の森 義澤　秀雄 富士グリーン

注）

１．本競技の上位２９人が全日本決勝競技への出場資格を得る。

２．組合せおよびスタート時間は、欠席者があった場合は変更することがある。

３．病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず事前に富士グリーンヒルゴルフコース（0550-76-2717）へ連絡すること。

４．無断欠席の場合、来年度の本競技を含め１年間の競技出場を停止する。 　　　　　　競技委員長　山越  信幸

主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会
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平成２７年度　第４９回　全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技

東日本Ｂ地区パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　

第１日目組合せおよびスタート時間表

アウトスタート インスタート

1 7:30 13 9:06 1 7:30 13 9:06


