
参加者99名
シニア36名 学生28名 社会人35名
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雨宮 寛 千葉市 石毛 一輝 日本ウェルネススポーツ大

鈴木 國也 東京都 柿本 虹汰 千葉黎明高

青山 正幸 東京都 山本 世那 慶應義塾大

太田 弘信 浦安市 松澤 虎大 石岡中

大村 明彦 東京都 椎名 優介 代々木高

田村 康一 東京都 中島 拓人 明治大

岡野 史樹 東京都 美馬 康太郎 日本ウェルネススポーツ大

那須 久治 千葉市 竹原 佳吾 早稲田実業高

中川 貴裕 千葉市 椎名 利明 東金市

菊池 幸人 東京都 小倉 龍 成田市

白田 俊明 千葉市 片岡 光一 大網白里市

依田 守生 千葉市 操上 眞廣 市原市

福原 純一 木更津市 岡野 広幸 千葉市

野村 仁志 市原市 渡邉 信明 船橋市

伊勢 直史 船橋市 和田 龍太 東金市

神尾 幸雄 大網白里市 藤本 政光 東京都

沢居 賢治 白井市 帰山 雄輔 東京都

鈴木 隆之 東京都 尾崎 博之 東京都

廣瀬 照康 千葉市 増本 有作 東京都

亀谷 俊佑 神奈川県

小林 龍生 千葉学芸高 大羽 純平 東京都

安保 勇希 慶應義塾大 加瀬 健史 東京都

松岡 正士 代々木高 多胡 公博 成田市

向後 太賀 千葉黎明高 山野　貴之 千葉市

楠 大峻 駒場学園高

豊 太陽 千葉黎明高

相馬 和樹 千葉黎明高

小澤 玲央 山梨学院大

IN

田代 猛 東京都 安保 卓哉 早稲田実業高

藁谷 和一 市川市 三橋 颯太朗 森村学園中

舟橋 史郎 東京都 中村 風起人 東海大

今井 茂雄 市原市 熊谷　拓海 紅陵高

渡辺 清一 銚子市 横山 昌弘 埼玉県

釜谷 正宏 神奈川県 鷲山 大輔 千葉市

水田 文生 神奈川県 福田 正弘 白井市

船橋 数晃 埼玉県

濱本 信秀 木更津市 米田 潤吉 山武市

原田 晃 市川市 本庄 政哉 東京都

瀬戸口 雅昭 野田市 湯浅  良平 白井市

白坂 元昭 千葉市 服部 滋多 東京都
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2020年3月23日(月）　日神カップ千葉オープンゴルフトーナメント
2020　アマチュア予選会　平川カントリークラブ

8:20

⑦ 8:27



神田橋 大介 市川市 湯山 賢祐 神奈川県

山下 博由 東京都 田中 久貴 長南町

木村 厚 東京都 佐々木 賢 神奈川県

今井 茂雄 市原市 小出 貢也 市川市

木村 忠典 東京都 三田 修 東京都

小川 貴央 八千代市 山本 竜佑 山梨県

坂本 良之 松戸市

時本 晃志 千葉県柏市立田中中 大原 俊弘 船橋市

齊藤 耕太 専修大 神取 佑樹 東京都

平城 豪大 柏市立柏第二中 山岡 強 市原市

操上 眞廣 日体大 金 勁旻 千葉市

小室 敬偉 早稲田実業高

佐藤 卓郎 佐野日大高

奈良 理史 慶應義塾大

村尾 優一 埼玉栄高

※注意 2020/3/19 現在

1.組合せは当日多少変更になる場合がありますので、早め（スタート時間30分前）にご来場ください。

2.スコアにタイが生じた場合No,10～18番を対象にマッチングスコアカード方式により決定する

3.予選会のみ距離測定器使用ＯＫ・高低差もＯＫ

4.競技規則及び注意事項の追加・変更等があった場合は、クラブハウス内に掲示いたします。

5.ハウスオープンは6：15からとなります。
6.ハーフ後昼食に入ります。
7.通過者はシニア5名、学生4名、社会人5名の予定です。当日の参加人数により変更となる場合があります。

お問い合わせ 当日のお問い合わせ
2020千葉オープンゴルフトーナメント 平川カントリークラブ
アマチュア予選大会　競技委員会 ☎　043-292-5501
☎　043-227-0055

9:02

⑬ 9:09

⑤ 8:13

⑥ 8:20

④ 8:06 ⑪

⑦ 8:27

⑫

8:55






