
期　　日：平成２７年８月１８日（火）
会　　場：那須野ヶ原カントリークラブ
出場者数：男子１５７名　　女子５０名

ＯＵＴ（那須）よりスタート ＩＮ（那珂川）よりスタート

組 時間 氏　名 ふりがな 所　属 組 時間 氏　名 ふりがな 所　属 組 時間 氏　名 ふりがな 所　属 組 時間 氏　名 ふりがな 所　属

大久保　学 おおくぼ まなぶ イーストウッド 今井　将仁 いまい ゆきひと うぐいすの森水戸 高橋　良人 たかはし よしひと 朝霞 君島　勇人 きみしま はやと 那須野ヶ原
山本　靖 やまもと やすし 朝霞 長谷部　貴士 はせべ たかし 朝霞 白　源正 はく げんしょう 前橋ゴルフ場 川口　伸二 かわぐち しんじ 朝霞
小澤　保 おざわ たもつ 大麻生 赤藤　修司 しゃくとう しゅうじ 大麻生 天川　主悦 あまかわ ちから JGM宇都宮 田中　良博 たなか よしひろ オールドオーチャード

稲沢　宏之 いなざわ ひろゆき 那須野ヶ原 苗村 哲哉 なえむらてつや 古河ＧＬ 朝日向　正弘 あさひな まさひろ 霞南 田島 正則 たじままさのり 古河ＧＬ
佐藤　春吉 さとう はるきち 朝霞 内田　幸雄 うちだ ゆきお 妻沼ゴルフ場 北川　恭一 きたがわ きょういち 大麻生 中井　隆人 なかい たかひと イーストウッド
坪井　大 つぼい ひろし 妻沼ゴルフ場 有川　竜次 ありかわ りゅうじ 前橋ゴルフ場 堀江　靖見 ほりえ やすみ 那須野ヶ原 岩出　浩正 いわで ひろただ 新玉村

瀬戸口　雅昭 せとぐち まさあき オールドオーチャード 小塚　清 こづか きよし ウィンザーパーク 仲村　智憲 なかむら とものり 朝霞 岡本　浩司 おかもと ひろじ うぐいすの森水戸
大美賀　ひさし おおみか ひさし ハーモニーヒルズ 児玉 隼太 こだまはやた 古河ＧＬ 川崎　英明 かわさき ひであき ウィンザーパーク 佐藤 英樹 さとうひでき 古河ＧＬ

八木沼　仁 やぎぬま ひとし 下館ゴルフクラブ 片岡　健太郎 かたおか けんたろう 大麻生 野澤　　隆 のざわ たかし うぐいすの森水戸 林田　隆治 はやしだ りゅうじ ウィンザーパーク
原　　仁 はら ひとし 朝霞 細島　保秀 ほそじま やすひで イーストウッド 菅原　正弘 すがわら まさひろ 大麻生 町田　真二 まちだ しんじ 妻沼ゴルフ場

渡邉　正史 わたなべ まさし 新玉村 菊地　一郎 きくち いちろう 那須野ヶ原 小山田　壮権 おやまだ そうけん 朝霞 風間　栄治 かざま えいじ イーストウッド
植竹　大 うえたけ だい ウィンザーパーク 比留間 育洋 ひるまいくひろ 古河ＧＬ 塩尻　明 しおじり あきら 霞南 安田 政司 やすだまさし 古河ＧＬ

村山　嘉彦 むらやま よしひこ 朝霞 福澤　諭志 ふくざわ さとし 新玉村 髙野　信幸 たかの のぶゆき イーストウッド 堀　清高 ほり きよたか オールドオーチャード

内田　貞至 うちだ さだし イーストウッド 松村　秀郎 まつむら ひでお オールドオーチャード 馬場　克尚 ばば かつひさ 朝霞 小夏　真彦 こなつ まさひこ ウィンザーパーク
新井　一昭 あらい かずあき 前橋ゴルフ場 村井　忠行 むらい ただゆき ウィンザーパーク 木村　和紀 きむら かずのり オールドオーチャード 山川　忠男 やまかわ ただお ハーモニーヒルズ
新城　健二 あらき けんじ ウィンザーパーク 目崎 潤 めざきじゅん 古河ＧＬ 松浦　安洋 まつうら やすひろ ハーモニーヒルズ 稲葉 博之 いなばひろゆき 古河ＧＬ
山内　一晃 やまうち かずあき JGM宇都宮 加藤　道春 かとう みちはる サンクチュアリ久慈 飯岡　弘臣 いいおか ひろおみ 下館ゴルフクラブ 木村　充 きむら みつる 大麻生
小玉　雅 こだま まさし 朝霞 渡部　隆夫 わたなべ たかお 大麻生 吉高神　佐俊 きこうじん さとし 朝霞 有川　芳朗 ありかわ よしあき ウィンザーパーク

井上　訓昭 いのうえ のりあき 大麻生 藤城　経真 ふじしろ つねまさ 霞南 志村　和彦 しむら かずひこ 新玉村 田代　猛 たしろ たけし 三井の森
持田　誠一 もちた せいいち うぐいすの森水戸 長山　寿也 ながやま としや うぐいすの森水戸 桑野 貴也 くわのたかや 古河ＧＬ
鈴木　輝成 すずき てるなり うぐいすの森水戸 成田　正久 なりた まさひさ ウィンザーパーク 宇田川　修一 うだがわ しゅういち 朝霞 岡部　実 おかべ みのる 大麻生
内田　清 うちだ きよし 下館ゴルフクラブ 松﨑　武明 まつざき たけあき ハーモニーヒルズ 小川　彰宏 おがわ あきひろ 大麻生 西川　潤 にしかわ じゅん ウィンザーパーク

林　順之亮 はやし じゅんのすけ 朝霞 内田　裕 うちだ ゆたか 三井の森 小野里　太 おのざと ふとし 前橋ゴルフ場 斉藤　正浩 さいとう まさひろ 霞南
高萩　茂 たかはぎ しげる 那須野ヶ原 弦巻　淳一 つるまき じゅんいち ウィンザーパーク

海老原　弘樹 えびはら ひろき オールドオーチャード 渡邉　薫 わたなべ かおる 朝霞 宮野　嗣英 みやの つぐひで オールドオーチャード 今井　美紀 いまい みき 朝霞
坂本　晋一 さかもと しんいち 妻沼ゴルフ場 庄司　春美 しょうじ はるみ 富士グリーン 水上　政宏 みずかみ まさひろ 朝霞 太田　依布子 おおた いほこ 紫あやめ36
村瀬　徹 むらせ とおる 朝霞 福家　淳子 ふけ じゅんこ 紫あやめ36 奥村　俊之 おくむら としゆき 大麻生 伊藤 理恵 いとう りえ 昭和の森

松原　元典 まつばら もとのり ウィンザーパーク 遠山　聡子 とおやま さとこ ウィンザーパーク 大木　勝博 おおき かつひろ 那須野ヶ原 星野　響子 ほしの きょうこ ウィンザーパーク
茂串　年男 もぐし としお 前橋ゴルフ場 杢代　美由紀 もくだい みゆき 八千代 鈴関　純樹 すずせき じゅんき 妻沼ゴルフ場 黒木　蘭 くろき らん 八千代
一場　政幸 いちば まさゆき 朝霞 露木　直子 つゆき なおこ ムーンレイク市原 菅谷　保巳 すがや やすみ 朝霞 周 　琳 しゅう りん 富士ゴルフコース
渡辺　顕展 わたなべ あきのぶ オールドオーチャード 金丸 直子 かねまる なおこ 昭和の森 白川　俊一 しらかわ しゅんいち 下館ゴルフクラブ 伏見　まり ふしみ まり 富士グリーン
萩谷　巧 はぎや たくみ 那須野ヶ原 高橋　由起子 たかはし ゆきこ ハーモニーヒルズ 武藤　永男 むとう ながお 三井の森 村上　美佳 むらかみ みか ウィンザーパーク
吉末　守 よしすえ まもる 朝霞 田村　恵美 たむら えみ 朝霞 根本　裕一 ねもと ゆういち 那須野ヶ原 飯田　恵美子 いいだ えみこ 昭和の森
菊地　隆 きくち たかし 大麻生 小田倉　富士子 おだくら ふじこ 紫あやめ36 大津　秀男 おおつ ひでお サンクチュアリ久慈 堀切　彩香 ほりきり さいか 八千代

青野　浩明 あおの ひろあき 新玉村 村田　あすか むらた あすか 富士グリーン 竹本　泰雅 たけもと やすまさ 朝霞 菅野　恭子 かんの きょうこ ムーンレイク市原
堀内　浩平 ほりうち こうへい ハーモニーヒルズ 花沢 直美 はなざわ なおみ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 峰岸　学 みねむら まなぶ 三井の森 安東 二子 あんどう にこ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原
鵜沼　茂 うぬま しげる うぐいすの森水戸 髙橋　美絵 たかはし　みえ シード・紫あやめ36 高信　昇 たかのぶ のぼる 那須野ヶ原 鏑木　友子 かぶらぎ ともこ ｼｰﾄﾞ・ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

角田　幸一 つのだ こういち 前橋ゴルフ場 楠元　彩子 くすもと あやこ 八千代 松永　利之 まつなが としゆき 前橋ゴルフ場 増山 裕子 ますやま ゆうこ 昭和の森
井出　智也 いで ともや 朝霞 内山 汐里 うちやま しおり 昭和の森 新井　良和 あらい よしかず 朝霞 佐野　裕子 さの ゆうこ 紫あやめ36
千葉　実 ちば みのる 霞南 小宮山　弥生 こみやま やよい 三井の森 飯田 将人 いいだまさと 古河ＧＬ 楠美　さおり くすみ さおり 三井の森

進藤　祥史 しんどう　しょうじ シード・八千代 上村　ひろみ うえむら　ひろみ ｼｰﾄﾞ･ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 大山　和則 おおやま かずのり 霞南 栗原　美紀 くりはら みき シード・昭和の森
塩田　一史 しおた ひとし サンクチュアリ久慈 小牧　美和子 こまき みわこ 紫あやめ36 加藤　剛士 かとう　たけし シード・八千代 中村　真由美 なかむら まゆみ 那須野ヶ原
内藤　清高 ないとう きよたか 朝霞 夏山　ルイ なつやま るい ウィンザーパーク 古山　勝彦 ふるやま まさひこ 朝霞 山口　真美子 やまぐち まみこ 八千代
稲田 一男 いなだかずお 古河ＧＬ 山瀬　美和子 やませみわこ 古河ＧＬ 北川 剛 きたがわたけし 古河ＧＬ 永井　智美 ながいともみ 古河ＧＬ
細谷　和則 ほそや かずのり ウィンザーパーク 古川 真美 ふるかわ まさみ 富士ゴルフコース 渡辺　伸一 わたなべ しんいち 新玉村 平本　圭美 ひらもと たまみ オールドオーチャード

小野　竜彦 おの　たつひこ シード・富士ゴルフ 安藤　公美 あんどう くみ オールドオーチャード 吉井　正則 よしい まさのり うぐいすの森水戸 鈴木　千鶴 すずき ちづる JGM宇都宮
皆川　嗣郎 みながわ しろう うぐいすの森水戸 小嶋 桃子 こじま ももこ 昭和の森 松浦　吾郎 まつうら ごろう ウィンザーパーク 服部　紀美子 はっとりきみこ 古河ＧＬ
木村 裕亮 きむらひろあき 古河ＧＬ 堀　美樹 ほり みき 紫あやめ36 堀池 宏 ほりいけひろし 古河ＧＬ
吉田　将文 よしだ まさふみ 朝霞 畑中　朝子 はたなか あさこ ウィンザーパーク 佐藤　英明 さとう ひであき 朝霞
小島　朝樹 こじま ともき うぐいすの森水戸 長野 美代子 ながの みよこ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 福島　大臣 ふくしま ひろおみ うぐいすの森水戸
菅谷　哲男 すがや てつお 那須野ヶ原 中村　英美 なかむら ひでみ ハーモニーヒルズ 柳沢　文彦 やなぎさわ ふみひこ 三井の森
濱　賢治 はま けんじ ウィンザーパーク 若林 正樹 わかばやしまさき 古河ＧＬ
鳥山　剛 とりやま たけし 朝霞 中川　文幸 なかがわ ふみゆき 妻沼ゴルフ場

中島　光晴 なかじま みつはる イーストウッド 大山　恵司 おおやま けいじ 前橋ゴルフ場
田嶋　久敬 たじま ひさのり オールドオーチャード 鎌滝　順久 かまたき よりひさ オールドオーチャード

中川　雅史 なかがわ まさし ウィンザーパーク 奥田　岳史 おくだ たけし 三井の森

平成２７年度  第９回全日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権

東日本Ｂ地区決勝（男子部門）・東日本地区決勝（女子部門）

組合せおよびスタート時間表

主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会

1 7:00 15 8:52 1 7:00 15 8:52

2 7:08 16 9:00 2 7:08 16 9:00

3 7:16 17 9:08 3 7:16 17 9:08

4 7:24 18 9:16 4 7:24 18 9:16

5 7:32 19 9:24 5 7:32 19 9:24

6 7:40 20 9:32 6 7:40 20 9:32

7 7:48 21 9:40 7 7:48 21 9:40

8 7:56 22 9:48 8 7:56 22 9:48

9 8:04 23 9:56 9 8:04 23 9:56

10:12

10 8:12 24 10:04 10 8:12

8:28

24 10:04

11 8:20 25 10:12 11 8:20 25

10:28 13 8:36

12 8:28 26 10:20 12

競技委員長　神戸　誠

14 8:44 14 8:44

26 10:20

13 8:36 27


