
２０１９年　７月２０日（土）
下館ゴルフ倶楽部

１８２名

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

大山　和則 佐藤　英明 福島　大臣 持田　誠一 広田　将長 角田　幸一 富田　実 佐藤　英樹
オールドオーチャードGC 朝霞パブリックG場 三井の森軽井沢CC 下館GC あやめ36 妻沼G場 下館GC 古河GL

宮川　昌治 竹内　正己 小島　公彦 高橋　俊一郎 内田　清 山田　徹 小林　哲也 百田　桂一
ウィンザーパークG&C オールドオーチャードGC 朝霞パブリックG場 古河GL サンクチュアリ霞南GC 三井の森軽井沢CC 朝霞パブリックG場 妻沼G場

新井田　勇二 高橋　建二 林　信行 滝沢　勲 中村　祐一 加藤　靖司 上島　一雄 瀬戸口　雅昭
下館GC 新玉村G場 朝霞パブリックG場 あやめ36 下館GC オールドオーチャードGC 朝霞パブリックG場 あやめ36

市村　正義 福永　貴祐 荒井　眞一 岡田　良介 高木　広宣 浅野　隆 塩澤　佑太 浅野　友輝
サンクチュアリ霞南GC 朝霞パブリックG場 あやめ36 下館GC 古河GL あやめ36 下館GC 那須野ヶ原CC

安田　康輔 佐藤　力 中野　秀樹 石川　博章 町田　真二 津村　直樹 金井　俊輔　 出路　正弘
下館GC 三井の森軽井沢CC フレンドシップCC 朝霞パブリックG場 新玉村G場 下館GC 三井の森軽井沢CC 朝霞パブリックG場

片岡　健太郎 西川　忠克 依田　惇 菅野　正明 翁長　学 堀江　靖見 岩渕　智宏 高橋　和人
妻沼G場 ハーモニーヒルズGC 下館GC ウィンザーパークG&C 朝霞パブリックG場 那須野ヶ原CC フレンドシップCC 下館GC

吉田　忠司 陸田　郁夫 小川　祥吾 吉高神　佐俊 石井　豊 菊池　徹 秋本　俊行 押田　邦男
オールドオーチャードGC 下館GC 古河GL 朝霞パブリックG場 サンクチュアリ霞南GC ハーモニーヒルズGC 下館GC 妻沼G場

𠮷岡　栄徴 堂免　雄太 野口　雅史 坂　航 村山　智輝 竹口　雅之 佐々木　貴志 浅田　哲也
那須野ヶ原CC あやめ36 朝霞パブリックG場 妻沼G場 ウィンザーパークG&C 朝霞パブリックG場 古河GL 下館GC

宮原　一保 井川　智一郎 細貝　祐輝 篠﨑　英憲 荒川　峰明 原井川　敬人 金川　基晴 山田　翔太
グレースリッジCC 初穂CC 新玉村G場 サンクチュアリ霞南GC 妻沼G場 下館GC オールドオーチャードGC 初　穂

坪井　大 梁河　文昌 坂本　良之 柳澤　義直 山﨑　椋 北屋敷　司 鈴木　貴士 加藤　政幸
妻沼G場 古河GL 下館GC 三井の森軽井沢CC 下館GC 初穂CC ウィンザーパークG&C 朝霞パブリックG場

鈴木　秀幸 藤城　経真 出口　達也 羽鳥　賢次 浅香　央 山口　仁一 佐藤　泰晃 木村　充
那須野ヶ原CC 下館GC 三井の森軽井沢CC 妻沼G場 古河GL 妻沼G場 下館GC 新玉村G場

日比野　義光 幕田　雅明 植竹　大 服部　昌利 菊池　善次 齋藤　芳夫 熊田　良典 木下　輝洋
朝霞パブリックG場 グレースリッジCC ウィンザーパークG&C 妻沼G場 ハーモニーヒルズGC 朝霞パブリックG場 那須野ヶ原CC 下館GC

福本　祐一 吉田　将文 飯山　敏弘 鈴木　良太 長山　寿也 金子　伸行 松山　康明 竹本　泰雅
オールドオーチャードGC 朝霞パブリックG場 那須野ヶ原CC 下館GC 下館GC イーストウッドCC サンクチュアリ霞南GC 妻沼G場

木崎　亮太 正能　隆男 黒田　一 小玉　雅 池田　武志 沼倉　弘諭 原　大輔 山田　廣樹
シード/オールドオーチャードGC サンクチュアリ霞南GC 下館GC あやめ36 シード/JGM宇都宮GC 三井の森軽井沢CC 下館GC あやめ36

稲波　勇茂 髙橋　邦夫 三澤　孝至 近藤　信行 住田　康 柴田　衛 宮本　弘康 川瀬　昭良
イーストウッドCC 初穂CC あやめ36 下館GC 妻沼G場 グレースリッジCC 下館GC 前橋G場

小林　格徳 村田　剛康 山崎　弘 吉永　裕之 池田　和史 尾崎　進一 黒澤　純一 小林　功
妻沼G場 新玉村G場 前橋G場 下館GC 那須伊王野CC 朝霞パブリックG場 那須野ヶ原 妻沼G場

調整 9:08 調整 9:08

青木　秀樹 花輪　武男 小島　朝樹 川﨑　真司 峯村　学 牧野　龍一郎 七海　越春 遠藤　昭彦
ハーモニーヒルズGC 朝霞パブリックG場 サンクチュアリ霞南GC 下館GC ウィーゴCC オールドオーチャードGC 下館GC あやめ36

弦巻　淳一 成田　寿郎 西川　文悟 稲沢　宏之 田村　直樹 吉田　勇 木村　浩貴
シード/古河GL ウィーゴCC フレンドシップCC 那須野ヶ原 シード/ハーモニーヒルズGC 下館GC 初穂CC

永井　宏 染谷　栄 中　崇大 棚木　孝人 高橋　雄平 長岡　元樹 広瀬　光男 田口　尚
妻沼G場 古河GL 下館GC 那須伊王野CC 朝霞パブリックG場 新玉村G場 フレンドシップCC 下館GC

多胡　雅文 相馬　義孝 渡邊　哲也 山川　忠男 橋本　友夫 坂本　健二 阿部　隆志
新玉村G場 那須野ヶ原CC オールドオーチャードGC ハーモニーヒルズGC 妻沼G場 下館GC サンクチュアリ霞南GC

土門　英司 池田　武史 小川　彰宏 岩垂　一博 長嶋　茂道 小林　康弘 中山　慶一 佐藤　忠雄
サンクチュアリ霞南GC 三井の森軽井沢CC 妻沼G場 朝霞パブリックG場 古河GL 初穂CC 朝霞パブリックG場 下館GC

田沼　貴彦 鈴木　雅弘 川口　英明 宮脇　啓介 宮城　芳宏 田辺　賢一 大木　勝博 緒方　貴浩
朝霞パブリックG場 あやめ36 三井の森軽井沢CC 下館GC あやめ36 妻沼G場 下館GC 三井の森

鳥海　良一 小山　智之 小松　由紀 林　一夫 高阪　嘉久 渡辺　孝行 菊地　一郎 新庄　和彦
古河GL 妻沼G場 下館GC 三井の森軽井沢CC 下館GC 朝霞パブリックG場 那須野ヶ原CC あやめ36

注）

　　地区決勝当日に地区決勝出場クラブにてエントリーされなかった場合は、全日本への出場を辞退されたものとみなす。
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、必ず事前に下館ゴルフ倶楽部（０２９６-２０-１１１１）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。

２０１９年度　全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権B地区決勝
組合せおよびスタート時間表

期　　　日：

会　　　場：

参加者数：

１番よりスタート １０番よりスタート

3 7:16 3 7:16

4 7:24 4 7:24

1 7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

7 7:48 7 7:48

8 7:56 8 7:56

5 7:32 5 7:32

6 7:40 6 7:40

11 8:20 11 8:20

12 8:28 12 8:28

9 8:04 9 8:04

10 8:12 10 8:12

15 8:52 15 8:52

16 9:00 16 9:00

13 8:36 13 8:36

14 8:44 14 8:44

19 9:32 19 9:32

20 9:40 20 9:40

17 9:16 17 9:16

18 9:24 18 9:24

23 10:04 23 10:04

１．本競技の上位：３４人が全日本への出場資格を得る。全日本進出者は、地区決勝当日にエントリー用紙に記入し、地区決勝出場クラブにて全日本へのエントリーを行うこと。

21 9:48 21 9:48

22 9:56 22 9:56




