
期　　　日：平成２８年５月１０日（火）
会　　　場：ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ
参加者数：１９５名 主催：（公社）日本パブリックゴルフ協会

（ＯＵＴ） １番よりスタート （ＯＵＴ） (ＩＮ） (ＩＮ）
組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属 組 時間 氏　名 所  属

萩原　淳一 ウィンザーパーク 井出　智也 ウィンザーパーク 古川　和芳 朝霞 長見　一世 朝霞

井坂　昌文 オーチャード 鶴岡　利和 朝霞 廉隅　尚史 オーチャード 伊藤　耕治 うぐいすの森水戸

海老原　昇 紫あやめ 清水 蔵之介 紫あやめ 小林　幸夫 古河Ｇリンクス 中島　啓太 紫あやめ

松岡　一裕 イーストウッド 小山　郁 古河Ｇリンクス 渡部　慎一 霞南ＧＣ 鈴木　貴士 那須野ヶ原

高山　恵輔 朝霞 井坪　佑介 朝霞 内田　清 下館 坂本　隆作 朝霞

告　竜也 うぐいすの森水戸 猪狩　広大 うぐいすの森水戸 小泉　匡稔 うぐいすの森水戸 松本　虎薫 紫あやめ

田中　郁夫 古河Ｇリンクス 川村　直樹 紫あやめ 荒井　眞一 紫あやめ 渡邊　哲也 古河Ｇリンクス

浅香　太郎 ＪＧＭ宇都宮 菊地　一郎 那須野ヶ原 戸室　彰人 那須野ヶ原 増田　貴明 霞南ＧＣ

八木沢 浩一 朝霞 吉田　隼汰 朝霞 木村　裕亮 ウィンザーパーク 古川　一登 ウィンザーパーク

宮田　広人 紫あやめ 松谷　英樹 オーチャード 山本　靖 朝霞 高木　遵正 朝霞

一ノ瀬　秀都 那須野ヶ原 小林 拳史郎 紫あやめ 安井　健二 紫あやめ 小林　大河 紫あやめ

石田　剛大 霞南ＧＣ 木皿　裕之 霞南ＧＣ 大貫　利樹 古河Ｇリンクス 猪股　柊平 那須野ヶ原

町井　雄一 ウィンザーパーク 村井　忠行 ウィンザーパーク 宮下　優輝 朝霞 水上　政宏 朝霞

池田　武志 古河Ｇリンクス 沼田　凌 紫あやめ 鎌滝　順久 紫あやめ 矢口　敦士 オーチャード

茂串　年男 イーストウッド 曽根　満也 古河Ｇリンクス 小島　靖弘 古河Ｇリンクス 鈴木　隆太 紫あやめ

*** *** 倉林　秀行 ＪＧＭ宇都宮 大栗　辰弥 ＪＧＭ宇都宮 後藤　恵司 古河Ｇリンクス

西村　真治 朝霞 長谷部　貴士 朝霞 翁長　学 朝霞 村瀬　徹 朝霞

市川　輝 うぐいすの森水戸 木村　安政 紫あやめ 木村　正宏 うぐいすの森水戸 藤間　幹広 紫あやめ

瀬戸口 雅昭 紫あやめ 池田　悠太 那須野ヶ原 高橋　宝将 紫あやめ 佐々木　尚紀 ＪＧＭ宇都宮

関口　正浩 下館 高野　信行 イーストウッド 篠﨑　嘉音 那須野ヶ原 堀池　宏 古河Ｇリンクス

村岡　侑哉 朝霞 沢田　博 朝霞 植竹　大 ウィンザーパーク 遠藤　銀河 ウィンザーパーク

松島　圭祐 古河Ｇリンクス 持田　誠一 うぐいすの森水戸 神谷　健太 朝霞 細田　信裕 紫あやめ

菊地　耕己 イーストウッド 伊藤　吏玖 下館 樋口　純弘 古河Ｇリンクス 中村 俊一郎 古河Ｇリンクス

*** *** 沼田　隆 紫あやめ 斉藤　正浩 霞南ＧＣ 渡辺　聡 朝霞

金川　基晴 ウィンザーパーク 吉井　孝太郎 ウィンザーパーク 山内　大夢 朝霞 松尾　源久 紫あやめ

横山隆乃助 朝霞 加藤　政和 紫あやめ 宮城　芳宏 紫あやめ 佐藤　英樹 古河Ｇリンクス

松本　宏和 紫あやめ 酒巻　健司 古河Ｇリンクス 高木　精一 古河Ｇリンクス 吉田　眞二 霞南ＧＣ

浮所　裕史 霞南ＧＣ 棚澤　聡 霞南ＧＣ 竹澤　功泰 那須野ヶ原 倉持　翔 下館

高橋　真央 朝霧 中村　一隆 朝霞 佐藤　翔太 朝霞 小山田　久雄 朝霞

森戸　友一郎 オーチャード 平野　忠則 オーチャード 松村　秀郎 オーチャード 宮川　実 うぐいすの森水戸

赤松　浩司 古河Ｇリンクス 飯塚　芳之 古河Ｇリンクス 白石　哲也 紫あやめ 鎌田　晴匡 イーストウッド

中三川 勝弘 ＪＧＭ宇都宮 大家　光世 那須野ヶ原 テーラー リｲンデン イーストウッド *** ***
梶原　伸城 朝霞 岩沢　一輝 朝霞 目崎　潤 ウィンザーパーク 石岡　丈 ウィンザーパーク

木村　仁 紫あやめ 市川　省太 うぐいすの森水戸 高橋　大斗 紫あやめ 須藤　啓太 紫あやめ

高萩　茂 那須野ヶ原 園部　潤 紫あやめ 鳥海　良一 古河Ｇリンクス 松井　浩久 古河Ｇリンクス

白石　晃 イーストウッド 石巻　貴羅 ＪＧＭ宇都宮 江森　悟 イーストウッド 齋藤　太稀 那須野ヶ原

松永　利之 ウィンザーパーク 松浦　吾郎 ウィンザーパーク 會田　善文 朝霞 菅本　魁 朝霞

吉田　将文 朝霞 渡邉　利克 朝霞 加藤　了資 うぐいすの森水戸 田川　美道 オーチャード

佐藤　隆起 紫あやめ 中村　勇貴 古河Ｇリンクス 斉藤　純靖 紫あやめ 平山　和成 紫あやめ

宇都宮　裕 古河Ｇリンクス 染谷　真一 イーストウッド 鬼澤　遥希 那須野ヶ原 大美賀 ひさし イーストウッド

舘野　勝 朝霞 高橋　良人 朝霞 出水　貴大 朝霞 吉田 ひろし 朝霞

小島　朝樹 うぐいすの森水戸 大塚　崇弘 紫あやめ 山野　守正 オーチャード 鈴木　悠平 うぐいすの森水戸

稲原　忠 紫あやめ 工藤　黎 那須野ヶ原 高木　広宣 古河Ｇリンクス 立花　吉隆 イーストウッド

長谷　政真 霞南ＧＣ 橋本　健 下館 堀越　勘太 霞南ＧＣ 荒井　陸 シード(那須野ケ原）

馬場　裕康 朝霞 関口　真 朝霞 毛利　基文 ウィンザーパーク 長谷川　望 ウィンザーパーク

田代　圭祐 オーチャード 松浦　安洋 うぐいすの森水戸 梅内 秀太郎 朝霞 河田　昴大 古河Ｇリンクス

安部 莞太郎 古河Ｇリンクス 安田　政司 古河Ｇリンクス 鈴木　雅弘 紫あやめ 千葉　涼晴 霞南ＧＣ

飯山　敏弘 那須野ヶ原 石丸　雄大 朝霞 吉澤　栄祐 ＪＧＭ宇都宮 *** ***
石毛　誠 ウィンザーパーク 日比野 義光 朝霞

家泉　英明 紫あやめ 齋藤　光 紫あやめ

前田　一至 古河Ｇリンクス 河田　丈一郎 シード(イースト）

夏堀　裕大 シード(ウィンザー） *** ***
注）

１．本競技の上位   ３８   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、必ず事前にウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ（0296-88-2221）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　白川　俊一
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１0番よりスタート

平成２８年度　第５０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Ａ地区パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　

組合せおよびスタート時間表
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