
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

ｱｷﾉ　ﾋﾛﾐ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾖｼﾕｷ ｱｲﾊﾗ　ｶｵﾙ ﾖｼﾀﾞ　ﾅｵｷ ｱﾄｳ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ｶﾂｳﾐ　ﾅｵｷ ﾏﾂﾀﾞ　ﾋﾛｼ ｱｷﾉ　ﾏｺﾄ

秋野 博美 中島 善行 相原 薫 吉田 直樹 阿藤 晋一郎 勝海 直樹 松田 浩志 秋野 誠

千葉よみ 富士ｺﾞﾙﾌ 富士GH 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌ 富士GH 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･千葉よみ

ｲﾄｳ　ｹﾝｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｭｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾝｽｹ ﾜﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ ｿｳﾏ　ｹﾝｲﾁ ﾂﾁﾀﾞ　ﾔｽｱｷ ｱﾀﾞﾁ　ｼｭｳｼﾞ ﾜｷ　ﾔｽﾕｷ

伊東 健二 渡邉 竜太 松本 真輔 和田 考行 相馬 賢一 土田 恭章 安達 修二 脇 康之

市原ＧＣ 富士GH 八千代 千葉よみ 千葉よみ 昭和の森 八千代 富士GH

ﾎﾘｷﾘ　ﾑﾈﾋﾛ ﾜｶﾏﾂ　ﾄｼﾊﾙ ｱｻﾀﾞ　ｶﾚﾗ ﾔｽｲ　ｹﾝｼﾞ ﾀｼﾛ　ﾀｶﾉﾘ ｱﾍﾞ　ﾄｼﾕｷ ｲﾏｲ　ﾖｼﾏｻ ﾖｼﾐ　ｺｳｽｹ

堀切 宗弘 若松 利晴 浅田 カレラ 安井 健二 田代 貴典 阿部 俊幸 今井 良昌 義見 康介

八千代 小淵沢 清里 ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌ 清里 市原ＧＣ

ｵｶﾞﾜﾔｽﾉﾌﾞ ﾜｶﾅ　ｼｹﾞﾙ ｵﾔﾏﾀﾞｿｳｹﾝ ﾐｷ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｱﾍﾞ　ﾓﾄﾉﾘ ﾋｵｷ　ﾊｼﾞﾒ ｴﾉﾓﾄ　ﾘｭｳｲﾁ ｱｻｸﾗ　ﾖｼｶﾂ

小川 恭伸 若菜 茂 小山田 壮権 三木 淳平 阿部 元則 日置 一 榎本 隆一 浅倉 良勝

ﾑｰﾝ茂原 市原ＧＣ 富士ｺﾞﾙﾌ 富士GH 富士GH 清里 昭和の森 八千代

ｶﾉｳ　ﾋﾃﾞｷ ﾐｽﾞﾉﾏｻｵ ｳﾁﾔﾏ　ﾖｼﾅﾘ ﾋﾛｴ　ﾔｽﾋｺ ｵｵﾔﾏ　ｶｽﾞﾉﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾝｲﾁ ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾄﾓｵ ﾖｼｵｶ　ｽｽﾑ

加納 秀益 水野 正雄 内山 祥也 廣江 康彦 大山 和則 渡部 慎一 小野寺 智夫 吉岡 進

富士GH 新君津 ﾃﾞｲｽﾀｰ 富士ｺﾞﾙﾌ 八千代 市原ＧＣ 鹿島南 昭和の森

ｺﾞﾐ　ﾄｼﾋｺ ﾏﾂｵ　ﾓﾄﾋｻ ｲｼｲ　ﾃﾂｵ ﾌｸｼﾏ　ﾀｶｼ ｶｼﾜﾊﾞﾗ　ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾀﾅﾍﾞ　ﾐｷｵ ｵﾐｽﾞ　ﾀﾞｲｽｹ ﾐﾔｼﾀ　ﾒｸﾞﾑ

五味 俊彦 松尾 源久 石井 哲夫 福島 隆 柏原 弘信 田辺 幹雄 生水 大輔 宮下 恵

清里 紫あやめ 千葉よみ 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 八千代 ﾃﾞｲｽﾀｰ 富士ｺﾞﾙﾌ

ｺﾔﾏ　ﾋﾛﾐﾂ ﾌｼﾞｼﾏ　ﾏｻｷ ｲﾄｳ　ﾀｶｼ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾋﾃﾞｷ ｴﾊﾞﾅ　ﾀｶｵ ﾊﾀﾞｹﾝｼﾞ ﾀｷ　ﾏｻﾓﾄ ﾐﾂﾔ　ﾂﾄﾑ

小山 宏充 藤島 正喜 伊藤 貴史 長島 英樹 江花 孝雄 羽田 健二 瀧 正元 三屋 努

ｳｨｰｺﾞ 富士ｺﾞﾙﾌ 昭和の森 富士GH 市原ＧＣ 新君津 昭和の森 ﾃﾞｲｽﾀｰ

ｻｲﾄｳ　ﾀｶﾄ ﾏｴﾀﾞ　ﾀﾞﾝ ｳﾀﾞｶﾞﾜ　ｼｭｳｲﾁ ﾋﾛｾ　ﾐﾉﾙ ｶﾄﾞﾜｷ　ﾄﾓﾔ ﾇﾏﾀ　ﾀｶﾕｷ ｶﾄｳ　ﾀｹｼ ﾌｸｼﾏ　ｶﾂﾉﾘ

斎藤 崇人 前田 男 宇田川 修一 広瀬 稔 門脇 智也 沼田 隆幸 加藤 剛士 福島 勝則

ﾃﾞｲｽﾀｰ 清里 紫あやめ 昭和の森 紫あやめ 八千代 市原ＧＣ 昭和の森

ｼﾐﾔﾔｽﾋｺ ﾋｼｵｶﾋﾛｼ ｶｶﾞﾔ　ﾏｺﾄ ﾊﾗ　ﾄｼﾋﾛ ｲｹｼﾞﾏ　ﾉﾘｵ ﾄｳｼﾞｮｳ　ﾐﾂﾋﾛ ｶﾜｻｷ　ｼﾞｭﾝ ﾊｾｶﾞﾜ　ﾄｼﾋｺ

四宮 安彦 菱岡 弘 加賀谷 真 原 年弘 池嶋 則夫 東條 光宏 川崎 純 長谷川 壽彦

新君津 ﾑｰﾝ茂原 八千代 鹿島南 昭和の森 紫あやめ 富士GH 清里

ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾄ　ﾀｶﾖｼ ｶﾅｵｶ　ｺｳｼﾞ ﾀﾅｶｶｵﾙ ｶﾜﾑﾗ　ﾅｵｷ ﾅｶﾉ　ﾏｻﾌﾐ ｶﾝ　ｵｸｼ ｷﾔｼﾞ　ｻﾄｼ

鈴木 雅弘 中戸 孝嘉 金岡 孝治 田中 馨 川村 直樹 中野 雅文 姜 玉植 木屋路 敏司

紫あやめ 八千代 昭和の森 ﾑｰﾝ茂原 八千代 富士GH 市原ＧＣ 富士ｺﾞﾙﾌ

ﾀｹｳﾁ　ﾀｶﾋﾛ ﾊﾄﾘ　ｹﾝｼﾞ ｽｷﾞｳﾗ　ﾊｼﾞﾒ ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾂｸﾞ ｷｸﾁ　ﾖｳｲﾁ ﾂﾕｷ　ﾃﾙﾕｷ ｻｻｷ　ﾋﾛﾌﾐ ｶﾈｺ　ﾂﾖｼ

竹内 貴広 羽鳥 賢次 杉浦 一 富田 政嗣 菊地 洋一 露木 輝幸 佐々木 博文 金子 剛

富士ｺﾞﾙﾌ 昭和の森 富士GH ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 富士GH 小淵沢 八千代

ﾂﾁﾀﾞ　ﾃﾙﾏｻ ﾆｶﾄﾞﾘ　ｾｲｺﾞｳ ﾎｿﾉ　ﾏｻｱｷ ｼﾓﾉ　ﾉﾌﾞﾃﾙ ｽｽﾞｷ　ﾐﾂｵ ﾔﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ ﾀｶｵｶ　ﾋﾃﾞﾕｷ ｾｷｸﾞﾁ　ﾖｳｲﾁ

土田 晃成 荷川取 正剛 細野 正明 下野 修照 鈴木 光夫 山田 和則 高岡 秀行 関口 洋一

昭和の森 富士GH 富士ｺﾞﾙﾌ 紫あやめ 小淵沢 紫あやめ 昭和の森 富士GH

ﾅｶﾞﾓﾄ　ﾊﾙｵ ﾅｶﾞﾉ　ﾏｺﾄ ｻﾒｼﾞﾏ　ﾋﾄｼ ｶﾜｸﾞﾁ　ｼﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳｼﾞ ｾｷｸﾞﾁ　ﾄﾓﾉﾘ ﾀｹﾀﾞﾀｲｶﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ　ｻﾄｼ

永元 陽夫 永野 誠 鮫島 均 川口 伸二 鈴木 亮司 関口 知徳 武田 大賀 谷口 悟史

昭和の森 八千代 富士ｺﾞﾙﾌ 紫あやめ 昭和の森 千葉よみ ﾑｰﾝ茂原 ﾑｰﾝ市原

ﾈﾓﾄ　ﾕｷﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾄﾓｱｷ ｸﾘﾓﾄ　ｹｲｼﾞ ｵｵﾀ　ﾖｼﾀｶ ｽｽﾞｷﾋﾃﾞﾄｼ ｼﾏﾏｻｶｽﾞ ﾀｹﾅｶﾞ　ﾋｻｼ ｶｾ　ﾀｹｼ

根本 幸範 中島 智明 栗本 啓二 太田 義隆 鈴木 秀俊 島 政和 竹永 尚 加瀬 健史

紫あやめ ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌ 新君津 ﾑｰﾝ茂原 八千代 市原ＧＣ

ﾅｶﾔﾏｶｽﾞﾅﾘ ﾄｩﾗﾃｨﾑｯﾃｨｶｰﾝ ｻﾄｳ　ﾌﾐﾉﾘ ｶﾓ　ﾔｽﾋﾛ ﾄﾀﾞ　ﾐﾂﾉﾘ ｷﾀﾑﾗ　ﾓﾄ ﾃﾞｨｰﾝ　ﾛｼﾞｬｰｽ ﾇﾏﾀｼｹﾞｱｷ

中山 和成 Tulathimutte Kan 佐藤 文紀 加茂 康弘 戸田 光法 北村 基 ディーン・ロジャース 沼田 茂昭

ﾃﾞｲｽﾀｰ 鹿島南 昭和の森 八千代 市原ＧＣ ﾃﾞｲｽﾀｰ ｼｰﾄﾞ･八千代 昭和の森

ﾋﾛﾀ　ｺﾞｳｼ ｻﾝﾀﾞ　ｵｻﾑ ﾅｶﾏｷ　ｸﾆﾋｺ ｺﾔﾏ　ｱｷﾋﾛ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾀｶﾋﾛ ｲﾉｳｴ　ｺｳｼﾞ ﾅｶﾞｲ　ﾋﾛﾐﾂ ｾｲ　ﾖｼﾅﾘ

広田 剛士 三田 修 中牧 邦彦 小山 明宏 中川 貴裕 井上 浩司 永井 浩光 清 良成

ﾑｰﾝ鶴舞 紫あやめ ﾑｰﾝ市原 昭和の森 ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 紫あやめ 八千代

ﾌｼﾞｲ　ﾀﾞｲｽｹ ｼﾞﾝ　ﾖｳｼﾞ ｻﾙﾔﾏ　ﾘｭｳｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾀｶ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾖｳｽｹ ｷｸﾁ　ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾊﾅｻﾞﾜ　ﾋﾄｼ ﾀｶｷﾞ　ﾋｻｼ

藤井 大介 神 羊二 猿山 隆二 小林 宏閣 長島 洋介 菊地 展弘 花澤 仁 高木 恒

八千代 昭和の森 市原ＧＣ 清里 ﾑｰﾝ鶴舞 富士ｺﾞﾙﾌ ﾑｰﾝ市原 昭和の森

ﾑﾗﾔﾏ　ﾖｼﾋｺ ｷﾉｼﾀ　ﾃﾙﾋﾛ ｽｷﾞﾔﾏ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｲﾉｳｴ　ﾕｷﾉﾌﾞ ﾊﾔｼ　ｹｲｲﾁ ｵｸﾑﾗ　ﾔｽﾉﾘ ﾆｼｵｶ　ﾋﾛﾕｷ ｶﾀｵｶ　ｹﾝﾀﾛｳ

村山 嘉彦 木下 輝洋 杉山 耕一郎 井上 行信 林 恵一 奥村 康徳 西岡 博之 片岡 健太郎

昭和の森 ｼｰﾄﾞ･うぐいす ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代 八千代 昭和の森 紫あやめ 千葉よみ

ﾓﾘ　ｼｽﾞｵ ｻｶﾓﾄ　ｹｲｲﾁ ﾂｼﾞﾓﾄ　ｹｲｲﾁ ﾂﾙｵｶ　ﾄﾒｶﾂ ﾌｸｼﾏ　ﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ　ﾐﾉﾙ ﾊﾏｻﾞｷ　ﾁｶﾗ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋﾛｵ

森 静生 坂本 桂一 辻本 圭一 鶴岡 留勝 福島 大 斉藤 実 浜崎 力 近藤 弘生

富士GH 八千代 ｼｰﾄﾞ･ﾑｰﾝ市原 市原ＧＣ 昭和の森 ﾑｰﾝ鶴舞 富士ｺﾞﾙﾌ 紫あやめ

ﾔｿｵｶ　ﾋﾛｱｷ ｷﾑﾗ　ｼｹﾞﾕｷ ｵｵﾀ　ﾋﾃﾞｷ ｲﾁｶﾜ　ﾌｻｵ ﾎﾝｻﾞﾜ　ﾂﾊﾞｻ ｴﾋﾞﾊﾗ　ﾉﾎﾞﾙ ﾊﾔｶﾜ　ﾀｹｼ ｲｹﾀﾞ　ﾕｷｵ

八十岡 寛晶 木村 重行 太田 秀樹 市川 房雄 本澤 翼 海老原 昇 早川 毅 池田 幸夫

八千代 紫あやめ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌ ﾑｰﾝ市原 紫あやめ 富士GH 昭和の森

ｼﾐｽﾞ　ﾃﾂﾔ ｵｵｸﾎﾞ　ﾀｶｼ ﾃﾗﾓﾄ　ﾐﾂﾋｻ ｵｲｶﾜ　ｹｲｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻｼ ﾜｷｻｶ　ﾀｹｵﾐ ﾋﾉ　ﾀｸﾔ ｽｽﾞｷ　ﾏｻｶｽﾞ

清水 哲也 大久保 隆 寺本 貢尚 及川 恵一郎 渡邉 正史 脇坂 武臣 樋野 拓也 鈴木 正和

昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 富士GH 八千代 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌ 八千代 鹿島南

ｲﾜｻﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ ｶﾀﾉ　ﾕｳｼﾞ ﾏｷﾉﾋﾛﾌﾐ ｱﾗｲ　ｼﾝｲﾁ ﾖｼｶﾜ　ﾀｸﾔ ｴﾉﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ ﾖｼﾀﾞ　ｿｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾉﾌﾞ

岩﨑 寛之 片野 由次 牧野 博文 荒井 眞一 良川 卓也 榎本 盛 吉田 壮一郎 鈴木 孝信

富士GH 昭和の森 新君津 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌ 市原ＧＣ 昭和の森 ﾑｰﾝ市原

ｻﾄｳ　ﾌｻｵ ｶﾝﾒ　ﾜﾀﾙ ﾎｿﾔ　ｶｽﾞﾄｼ ﾏﾂﾅﾐ　ﾀｸﾛｳ ｺﾆﾀ　ｺｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀﾞｲｽｹ

佐藤 房夫 神目 亘 細谷 和敏 松波 卓朗 小仁田 光一 山口 大介

ﾑｰﾝ市原 富士ｺﾞﾙﾌ 八千代 富士GH ﾑｰﾝ市原 富士ｺﾞﾙﾌ

参加⼈数：182⼈

-23 10:26 - 23 10:26

21 10:10 21 10:10

22 10:18 22 10:18

19 9:54 19 9:54

20 10:02 20 10:02

17 9:38 17 9:38

18 9:46 18 9:46

15 9:22 15 9:22

16 9:30 16 9:30

13 9:06 13 9:06

14 9:14 14 9:14

11 8:50 11 8:50

12 8:58 12 8:58

9 8:34 9 8:34

10 8:42 10 8:42

7 8:18 7 8:18

8 8:26 8 8:26

5 8:02 5 8:02

6 8:10 6 8:10

3 7:46 3 7:46

4 7:54 4 7:54

1 7:30 1 7:30

2 7:38 2 7:38

第10回全日本パブリックミッドアマ選手権東日本Ａ地区決勝男子
開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース 2016年7月20日(水)

OUT IN

組 組


