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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 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

湯山 賢祐 湯浅 良平 久保田 慎 廣瀬 眞 比留間 育洋 田中 義範 藁谷 和一 西岡 博之

ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾑｰﾝ市原 新君津 ﾑｰﾝ茂原 ﾑｰﾝ市原 千葉よみうり6/30

辻本 圭一 山田 宗志 吉田 壮一郎 清 良成 馬場 弘行 吉原 明裕 小山 智弘 伊藤 史麿

ﾑｰﾝ市原 東京よみうり 昭和の森 八千代 よみうりｺﾞﾙﾌ 八千代 昭和の森 千葉よみうり6/30

秋野 海 山本 充 松村 秀郎 中戸 孝嘉 中山 和成 和田 考行 谷内 三千夫 土方 清貴

新君津 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾑｰﾝ茂原 八千代 富士ｸﾞﾘｰﾝ 千葉よみうり6/30 よみうりｺﾞﾙﾌ ﾑｰﾝ市原

上條 英二 五十森 達哉 清川 博 佐藤 高文 塩田 一史 永井 聡 河内 芳文 福島 大

千葉よみうり6/30 ﾑｰﾝ市原 ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 八千代 東京よみうり 千葉よみうり7/1 昭和の森

風間 栄治 渡部 慎一 石田 剛啓 小張 慎一郎 森 光弘 川上 信吉 玉置 敏光 小池 良太郎

八千代 君津香木原 ﾑｰﾝ茂原 千葉よみうり6/30 館山 八千代 東京よみうり 昭和の森

吉井 正則 大久保 学 広瀬 稔 澤井 達矢 渡部 美和 木村 仁 下村 安敏 福田 大介

ﾑｰﾝ茂原 ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森 八千代 ｼｰﾄﾞ:新君津 千葉よみうり7/1 八千代 東京よみうり

屋代 亮 小坂 優太 瀧澤 信二 海老原 隆仁 金岡 孝治 生水 大輔 北田 肇 大沼 英次

富士ｸﾞﾘｰﾝ 千葉よみうり7/1 ﾃﾞｲｽﾀｰ 東京よみうり 昭和の森 東京よみうり 富士ｺﾞﾙﾌ 八千代

小峰 教司 三上 徹也 布施 政勝 細谷 信介 小池 勉 藤本 和大 横越 貞晴 井之川 孝一

小淵沢 よみうりｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり6/30 ﾑｰﾝ市原 富士ｺﾞﾙﾌ 新君津 ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代

広田 剛士 土屋 隆志 打越 圭介 杉山 大輔 佐野 充成 横須賀 可典 藤井 淳 鈴木 孝典

新君津 ﾑｰﾝ茂原 千葉よみうり6/30 八千代 館山 ﾃﾞｲｽﾀｰ 東京よみうり 八千代

有我 栄一郎 鈴木 泰二郎 森山 優 阿部 俊幸 小川 智史 堀内 利信 吉岡 洋樹 天野 久弥

千葉よみうり6/30 八千代 ﾃﾞｲｽﾀｰ 富士ｺﾞﾙﾌ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾃﾞｲｽﾀｰ 千葉よみうり6/30

黒滝 公彦 杉山 耕一郎 下山 秀行 中島 仁三 小野寺 智夫 冨永 政雄 稲葉 渉 小木 昌樹

昭和の森 ﾃﾞｲｽﾀｰ 千葉よみうり7/1 八千代 ｼｰﾄﾞ:千葉よみうり 新君津 ﾃﾞｲｽﾀｰ 昭和の森

中島 慶之 鈴木 将範 佐藤 貴輝 石川 克己 中村 彰 福山 茂 志村 幸一 田中 雄三

ﾑｰﾝ茂原 よみうりｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり7/1 八千代 鹿島南 ﾑｰﾝ茂原 富士ｺﾞﾙﾌ 館山

三浦 徳光 中村 洋一郎 橘田 宰 村上 雄太 塚本 則男 山口 祐介 澁谷 正明 埴原 太郎

千葉よみうり7/1 よみうりｺﾞﾙﾌ 昭和の森 ﾑｰﾝ市原 ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代 新君津 千葉よみうり6/30

鶴岡 留勝 木村 正宏 土田 恭章 林 恵一 勝田 兵吉 有田 孝司 川村 直樹 土井 実

ｼｰﾄﾞ: 市原 千葉よみうり6/30 昭和の森 八千代 君津香木原 ﾑｰﾝ茂原 東京よみうり 八千代

山本 竜佑 野村 卓洋 小沼 哲男 神農 雅照 田中 祐太郎 飯岡 弘臣 Tim Fearney 宮武 善樹

富士見高原 よみうりｺﾞﾙﾌ ﾃﾞｲｽﾀｰ 千葉よみうり7/1 鹿島南 ﾑｰﾝ市原 昭和の森 八千代

山本 靖 小川 恭伸 山田 豊 近藤 忠彦 河野 真一 本澤 翼 田村 嘉宏 牧瀬 直行

千葉よみうり7/1 ﾑｰﾝ茂原 昭和の森 東京よみうり 東京よみうり 千葉よみうり6/30 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森

高橋 昌美 山田 繁人 佐藤 祐輔 松本 浩太郎 北村 重道 田中 良博 樋口 新 福山 憲一

小淵沢 ﾑｰﾝ市原 静岡よみうり 千葉よみうり6/30 富士ｺﾞﾙﾌ 昭和の森 ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代

前田 男 野崎 宏宇 後藤 光行 中田 雅之 志賀 弘史 松田 洋平 佐藤 隆 北浦 隆史

富士ｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり7/1 富士ｸﾞﾘｰﾝ 八千代 清里 千葉よみうり7/1 富士ｺﾞﾙﾌ 昭和の森

山口 大介 吉岡 和摩 ChongDelisi 岡田 圭介 樋口 丈洋 辰井 賢二 岡田 一夫 濱出 亨

富士ｺﾞﾙﾌ 東京よみうり 昭和の森 千葉よみうり6/30 鹿島南 ﾑｰﾝ茂原 八千代 東京よみうり

星野 一 臼井 将男 上田 一郎 釜谷 正宏 脇 康之 田川 清隆 越智 克史 松浦 裕介

清里 館山 富士ｺﾞﾙﾌ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 新君津 千葉よみうり6/30 昭和の森

平山 智也 籠手田 安朗 小島 哲志 佐藤 明彦 若菜 紳一郎 宮脇 裕之 遠藤 寛仁 市川 裕司

静岡よみうり 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾑｰﾝ市原 昭和の森 静岡よみうり 昭和の森 ﾑｰﾝ市原 富士見高原

奧山 憲一 田代 良平 平津 薫 髙橋 毅 東 紘平 前山 義一 大西 祐司 平野 裕明

君津香木原 富士ｸﾞﾘｰﾝ 八千代 千葉よみうり6/30 ﾃﾞｲｽﾀｰ ﾑｰﾝ茂原 ﾑｰﾝ市原 昭和の森

鳴海 翼 小塚 良平 和田 聡 小川 貴央 奥村 俊之 遠藤 伸一 伊藤 貴史 河井 宏文

ﾑｰﾝ市原 富士ｺﾞﾙﾌ 東京よみうり 八千代 富士ｺﾞﾙﾌ ﾑｰﾝ市原 昭和の森 静岡よみうり

参加人数：184人

注）

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。

１．本競技の上位５０人が全日本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７/22までは大会事務局（千葉よみうりカントリー

　　クラブ：0436-92-2611)へ、前日（7/23）以降は大会会場（浜野ゴルフクラブ：0436-52-3111)へ連絡すること。

５．東日本地区決勝エントリー者に欠場が生じた場合は規定に則り繰上げを行います。

20 10:02 43 10:02

23 10:26 46 10:26

21 10:10 44 10:10

22 10:18 45 10:18

18 9:46 41 9:46

19 9:54 42 9:54

16 9:30 39 9:30

17 9:38 40 9:38

14 9:14 37 9:14

15 9:22 38 9:22

12 8:58 35 8:58

13 9:06 36 9:06

10 8:42 33 8:42

11 8:50 34 8:50

8 8:26 31 8:26

9 8:34 32 8:34

6 8:10 29 8:10

7 8:18 30 8:18

4 7:54 27 7:54

5 8:02 28 8:02

2 7:38 25 7:38

3 7:46 26 7:46

全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権東日本A地区決勝

開催コース：浜野ゴルフクラブ 2019年7月24日(水)

OUT IN

組 組

1 7:30 24 7:30

                                     １日目ペアリング　繰上げ出場選手更新（7/12時点）


