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8:05 熊川 栄 吉田 昭雄 有馬 嘉太郎 須田 政司 8:05 國武 正史 市川 典克 大河原 知弘 廣瀬 雅俊 有志会

8:12 内山 武志 桑名 秀昭 小林 次郎 山田 剛 8:12 足立 勝人 割田 信次 福田 辰雄 中澤 文行 有志会

8:19 工藤 武之 山崎 信明 篠沢 正昭 新谷 哲也 8:19 貫井 保芳 手島 克也 片山 弘 清水 勝弘 グ・髙・サ

8:26 小島 一夫 荒木 修二 相原 豪人 8:26 福原 千波 松村 啓一 松村 富子 後藤　清子 伊香保国際

8:33 栗原 和人 下山 智章 沼田 直人 星野 智哉 8:33 大山 謹司 佐鳥 勝 狩野 陽子 徳藤 由美子 髙梨子

8:40 壁村 秀水 木暮 敏彦 久保田 誉 久保田 貴敬 8:40 中澤 孝二 山崎 孝行 関口 祐介 浅野 基和 伊香保CC

8:47 齋藤 政幸 松崎 紀雅 小林 佳市 8:47 加納 達也 中川 守 小林 昌弘 星 勝実 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

8:54 星野 晴雄 星野 真司 武田 博志 小菅 正治 8:54 堤 稔 山上 雄一 岡田 正 大関 健一 赤城CC

9:01 本多 安次郎 本多 仲子 本多 陽一 鈴木 礼子 9:01 寺本 欣真 鈴木 功 鈴木 輝美 鈴木 咲良 ｻﾝｺｰ72

9:08 本多 八男 設楽 雅之 小菅 英夫 小林 岩男 9:08 岡野 明 岩崎 一彦 平方 六郎 井野 一好 甘楽CC

9:15 塩野 雅弘 相川 美千代 梨本 征伸 今井 ルリ子 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞ 9:15 貝瀬 智明 海野 厚美 秦 正博 大竹 義隆 太田双葉

9:22 松井 哲夫 小島 光男 林 敏彦 弓削 量夫 9:22 吉田 昭三郎 堀地 博 後藤 実 栗原 政行 伊香保国際

9:29 原田 政博 山下 直樹 茂呂 政之 加藤 昭広 9:29 山本 清二 奈良 知彦 石田 武久 兼井 元治 赤城国際

9:36 林 栄 兵藤 廣明 稲垣 寛一 堤 一良 高山GC 9:36 南雲 賢一 須田 保雄 吉田 義政 田中 貢 白水GC

9:43 加藤 孝司 加藤 英子 菊池 謙 菊池 順子 初穂CC 9:43 須田 金三 佐々木 邦弘 木暮 陽一 羽柴 龍二 白水GC

9:50 唐澤 範夫 石田 研一 髙橋 徹 岩沢 純子 赤城GC 9:50 十河 英夫 十河 むつ子 橋本 隆 橋本 美幸 新玉村

9:57 吉沢 基宏 大和田 重雄 冨澤 幸男 茂木 博 草津CC 9:57

キャディ付 33組 129人

1.　スタート３０分前までに、受付を済ませて頂き、スタート１０分前までに、各スタート場所に集合してください。

2.　競技方法は、前半9ホールの新ぺリア集計（ハーフ集計）となります。　　　　　　　　　　　　　　　　

3.  使用ティは男性：白マーク（70歳以上緑マーク使用可）、女性：赤マーク

4.  コース内オール6インチプレース、グリーン上ワングリップOKあり

OUT IN

第9回　群馬県森林・緑整備推進チャリティーコンペ 組合せ
開催日：令和3年9月21日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：草津カントリークラブ　　　　


