
　　　第５回 群馬県レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗競技大会予選組合せ表　　　第５回 群馬県レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗競技大会予選組合せ表　　　第５回 群馬県レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗競技大会予選組合せ表　　　第５回 群馬県レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗競技大会予選組合せ表

期日： 平成29年7月28日（金）平成29年7月28日（金）平成29年7月28日（金）平成29年7月28日（金） 会場： 赤城国際カントリークラブ赤城国際カントリークラブ赤城国際カントリークラブ赤城国際カントリークラブ

『 南(OUT)スタート 』『 南(OUT)スタート 』『 南(OUT)スタート 』『 南(OUT)スタート 』

　時刻 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名

7:07 荒井　芳明荒井　芳明荒井　芳明荒井　芳明 赤城国際Ａ 福島　克彦福島　克彦福島　克彦福島　克彦 新玉村 斉藤　順一斉藤　順一斉藤　順一斉藤　順一 赤城国際Ａ 宮下　隆志宮下　隆志宮下　隆志宮下　隆志 新玉村

7:14 内山　英明内山　英明内山　英明内山　英明 赤城ゴルフＢ 小曽根 和雄小曽根 和雄小曽根 和雄小曽根 和雄 赤城国際Ａ 清田　貴夫清田　貴夫清田　貴夫清田　貴夫 赤城ゴルフＢ 林　　秀明林　　秀明林　　秀明林　　秀明 赤城国際Ａ

7:21 轟　　秀夫轟　　秀夫轟　　秀夫轟　　秀夫 新玉村 都丸　光二都丸　光二都丸　光二都丸　光二 赤城ゴルフＢ 廖　　挺毅廖　　挺毅廖　　挺毅廖　　挺毅 新玉村 斉藤　康弘斉藤　康弘斉藤　康弘斉藤　康弘 赤城ゴルフＢ

7:28 河田　育雄河田　育雄河田　育雄河田　育雄 太田双葉 関口　　茂関口　　茂関口　　茂関口　　茂 赤城国際Ｂ 高橋　光雄高橋　光雄高橋　光雄高橋　光雄 太田双葉 秋葉　一誠秋葉　一誠秋葉　一誠秋葉　一誠 赤城国際Ｂ

7:35 中田　一夫中田　一夫中田　一夫中田　一夫 赤城ゴルフＡ 大澤　康宏大澤　康宏大澤　康宏大澤　康宏 太田双葉 天田　文博天田　文博天田　文博天田　文博 赤城ゴルフＡ 金井　正善金井　正善金井　正善金井　正善 太田双葉

7:42 宮崎　泰郎宮崎　泰郎宮崎　泰郎宮崎　泰郎 赤城国際Ｂ 千明　武男千明　武男千明　武男千明　武男 上武ゴルフ場 木村　延久木村　延久木村　延久木村　延久 赤城国際Ｂ 今北　民憲今北　民憲今北　民憲今北　民憲 上武ゴルフ場

7:49 石森　秀一石森　秀一石森　秀一石森　秀一 藤岡Ａ 小此木　茂小此木　茂小此木　茂小此木　茂 赤城ゴルフＡ 森本 喜代治森本 喜代治森本 喜代治森本 喜代治 藤岡Ａ 福井　　久福井　　久福井　　久福井　　久 赤城ゴルフＡ

7:56 工藤　　進工藤　　進工藤　　進工藤　　進 上武ゴルフ場 秋山　凱洋秋山　凱洋秋山　凱洋秋山　凱洋 プレジデント 岡田　彰自岡田　彰自岡田　彰自岡田　彰自 上武ゴルフ場 勝又　輝雄勝又　輝雄勝又　輝雄勝又　輝雄 プレジデント

8:03 小池　新一小池　新一小池　新一小池　新一 鳳凰Ａ 坂本　賢二坂本　賢二坂本　賢二坂本　賢二 藤岡Ａ 高橋　章平高橋　章平高橋　章平高橋　章平 鳳凰Ａ 秋田　保弘秋田　保弘秋田　保弘秋田　保弘 藤岡Ａ

8:10 土屋　春男土屋　春男土屋　春男土屋　春男 プレジデント 小堀　勝美小堀　勝美小堀　勝美小堀　勝美 鳳凰Ａ 浅井　政彦浅井　政彦浅井　政彦浅井　政彦 プレジデント 西山　　茂西山　　茂西山　　茂西山　　茂 鳳凰Ａ

8:17 増茂　貞男増茂　貞男増茂　貞男増茂　貞男 サンコー72Ａ 村上　裕一村上　裕一村上　裕一村上　裕一 赤城国際Ｆ 滝川　　清滝川　　清滝川　　清滝川　　清 サンコー72Ａ 田子　　清田子　　清田子　　清田子　　清 赤城国際Ｆ

8:24 川崎 エミ子川崎 エミ子川崎 エミ子川崎 エミ子 赤城ゴルフＣ 増茂 ケイ子増茂 ケイ子増茂 ケイ子増茂 ケイ子 サンコー72Ａ 吉田　勝子吉田　勝子吉田　勝子吉田　勝子 赤城ゴルフＣ 木幡 サチ子木幡 サチ子木幡 サチ子木幡 サチ子 サンコー72Ａ

8:31 大島　泰一大島　泰一大島　泰一大島　泰一 赤城国際Ｆ 狩野　新一狩野　新一狩野　新一狩野　新一 白水 瀬下　隆男瀬下　隆男瀬下　隆男瀬下　隆男 赤城国際Ｆ 千明　一郎千明　一郎千明　一郎千明　一郎 白水

8:38 角田 かつ枝角田 かつ枝角田 かつ枝角田 かつ枝 赤城ゴルフＣ 田島　淳江田島　淳江田島　淳江田島　淳江 藤岡Ｃ 西田 美代子西田 美代子西田 美代子西田 美代子 赤城ゴルフＣ 田中　幸子田中　幸子田中　幸子田中　幸子 藤岡Ｃ

8:45 森田　　実森田　　実森田　　実森田　　実 高梨子Ａ 加藤　　裕加藤　　裕加藤　　裕加藤　　裕 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 新井　啓允新井　啓允新井　啓允新井　啓允 高梨子Ａ 青木　久雄青木　久雄青木　久雄青木　久雄 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ

8:52 大江　通夫大江　通夫大江　通夫大江　通夫 サンコー72Ｄ 武藤　尚男武藤　尚男武藤　尚男武藤　尚男 高梨子Ａ 田端　健三田端　健三田端　健三田端　健三 サンコー72Ｄ 渡辺　一郎渡辺　一郎渡辺　一郎渡辺　一郎 高梨子Ａ

8:59 飯沼　　勝飯沼　　勝飯沼　　勝飯沼　　勝 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 狩野　忠勝狩野　忠勝狩野　忠勝狩野　忠勝 サンコー72Ｄ 山中　芳雄山中　芳雄山中　芳雄山中　芳雄 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 今井　　誠今井　　誠今井　　誠今井　　誠 サンコー72Ｄ

9:06 松澤　克己松澤　克己松澤　克己松澤　克己 赤城国際Ｃ 梅沢　　吉梅沢　　吉梅沢　　吉梅沢　　吉 初穂Ｂ 兼井 まさ子兼井 まさ子兼井 まさ子兼井 まさ子 赤城国際Ｃ 田子 とみ江田子 とみ江田子 とみ江田子 とみ江 初穂Ｂ

9:13 松村 はるみ松村 はるみ松村 はるみ松村 はるみ ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 松本　　徹松本　　徹松本　　徹松本　　徹 赤城国際Ｃ 市川　敏子市川　敏子市川　敏子市川　敏子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 松本　良子松本　良子松本　良子松本　良子 赤城国際Ｃ

9:20 田子　正剛田子　正剛田子　正剛田子　正剛 初穂Ｂ 外所　桂一外所　桂一外所　桂一外所　桂一 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 春山　泰夫春山　泰夫春山　泰夫春山　泰夫 初穂Ｂ 今井　敬一今井　敬一今井　敬一今井　敬一 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ

9:27 阿部　公雄阿部　公雄阿部　公雄阿部　公雄 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＣ 横田　利幸横田　利幸横田　利幸横田　利幸 妙義Ａ 飯野　　登飯野　　登飯野　　登飯野　　登 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＣ 杉田　勝彦杉田　勝彦杉田　勝彦杉田　勝彦 妙義Ａ

9:34 岡野　　明岡野　　明岡野　　明岡野　　明 甘楽Ｂ 千明　義勝千明　義勝千明　義勝千明　義勝 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＣ 岩崎　一彦岩崎　一彦岩崎　一彦岩崎　一彦 甘楽Ｂ 柿田　真男柿田　真男柿田　真男柿田　真男 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＣ

9:41 上野　和夫上野　和夫上野　和夫上野　和夫 妙義Ａ 吉田　　篤吉田　　篤吉田　　篤吉田　　篤 甘楽Ａ 松本　　隆松本　　隆松本　　隆松本　　隆 妙義Ａ 栁澤　勝美栁澤　勝美栁澤　勝美栁澤　勝美 甘楽Ａ

9:48 加藤　孝司加藤　孝司加藤　孝司加藤　孝司 初穂Ａ 新藤　　桓新藤　　桓新藤　　桓新藤　　桓 妙義Ｂ 増田　雄二増田　雄二増田　雄二増田　雄二 初穂Ａ 渡部　靖夫渡部　靖夫渡部　靖夫渡部　靖夫 妙義Ｂ

9:55 城田　　肇城田　　肇城田　　肇城田　　肇 富岡ｶﾝﾄﾘｰ 西川　昌弘西川　昌弘西川　昌弘西川　昌弘 初穂Ａ 木本　俊一木本　俊一木本　俊一木本　俊一 富岡ｶﾝﾄﾘｰ 斉藤　　均斉藤　　均斉藤　　均斉藤　　均 初穂Ａ

10:02 神宮　裕一神宮　裕一神宮　裕一神宮　裕一 妙義Ｂ 山口　俊夫山口　俊夫山口　俊夫山口　俊夫 緑野 佐藤　周次佐藤　周次佐藤　周次佐藤　周次 妙義Ｂ 樹森　　正樹森　　正樹森　　正樹森　　正 緑野

10:09 園部　恒夫園部　恒夫園部　恒夫園部　恒夫 緑野 黛　　隆善黛　　隆善黛　　隆善黛　　隆善 富岡ｶﾝﾄﾘｰ 松原　敏明松原　敏明松原　敏明松原　敏明 緑野 山口　　優山口　　優山口　　優山口　　優 富岡ｶﾝﾄﾘｰ

『西( ＩＮ)スタート 』『西( ＩＮ)スタート 』『西( ＩＮ)スタート 』『西( ＩＮ)スタート 』

　時刻 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名 氏　　名 チーム名

7:07 小池　　哲小池　　哲小池　　哲小池　　哲 赤城国際Ｄ 春川　俊明春川　俊明春川　俊明春川　俊明 桐生Ａ 森田　志郎森田　志郎森田　志郎森田　志郎 赤城国際Ｄ 須江　一成須江　一成須江　一成須江　一成 桐生Ａ

7:14 菊地 喜久雄菊地 喜久雄菊地 喜久雄菊地 喜久雄 サンコー72Ｂ 根岸　定雄根岸　定雄根岸　定雄根岸　定雄 赤城国際Ｄ 唐澤　弘之唐澤　弘之唐澤　弘之唐澤　弘之 サンコー72Ｂ 大崎　　聡大崎　　聡大崎　　聡大崎　　聡 赤城国際Ｄ

7:21 曽根　宏之曽根　宏之曽根　宏之曽根　宏之 桐生Ａ 堀口　　哲堀口　　哲堀口　　哲堀口　　哲 サンコー72Ｂ 吉田　秀行吉田　秀行吉田　秀行吉田　秀行 桐生Ａ 松倉　克巳松倉　克巳松倉　克巳松倉　克巳 サンコー72Ｂ

7:28 熊川　　諭熊川　　諭熊川　　諭熊川　　諭 赤城国際Ｇ 田島　孝宏田島　孝宏田島　孝宏田島　孝宏 赤城ｶﾝﾄﾘｰＡ 狩野　春樹狩野　春樹狩野　春樹狩野　春樹 赤城国際Ｇ 佐藤　三男佐藤　三男佐藤　三男佐藤　三男 赤城ｶﾝﾄﾘｰＡ

7:35 今田　千秋今田　千秋今田　千秋今田　千秋 桐生Ｂ 森田　征雄森田　征雄森田　征雄森田　征雄 赤城国際Ｇ 坂部　順一坂部　順一坂部　順一坂部　順一 桐生Ｂ 喜楽　英夫喜楽　英夫喜楽　英夫喜楽　英夫 赤城国際Ｇ

7:42 田島　紀幸田島　紀幸田島　紀幸田島　紀幸 赤城ｶﾝﾄﾘｰＡ 桐生Ｂ 須永　雅夫須永　雅夫須永　雅夫須永　雅夫 赤城ｶﾝﾄﾘｰＡ 小島　利行小島　利行小島　利行小島　利行 桐生Ｂ

7:49 片桐　忠夫片桐　忠夫片桐　忠夫片桐　忠夫 甘楽Ａ 浅見　　勉浅見　　勉浅見　　勉浅見　　勉 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＡ 太田　善示太田　善示太田　善示太田　善示 甘楽Ａ 松田　幸雄松田　幸雄松田　幸雄松田　幸雄 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＡ

7:56 青木　文雄青木　文雄青木　文雄青木　文雄 サンコー72Ｅ 飯島　信幸飯島　信幸飯島　信幸飯島　信幸 甘楽Ｂ 福田　辰雄福田　辰雄福田　辰雄福田　辰雄 サンコー72Ｅ 井野　一好井野　一好井野　一好井野　一好 甘楽Ｂ

8:03 柏葉　幸男柏葉　幸男柏葉　幸男柏葉　幸男 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＡ 足立　勝人足立　勝人足立　勝人足立　勝人 サンコー72Ｅ 坂口　親行坂口　親行坂口　親行坂口　親行 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＡ 石津　　正石津　　正石津　　正石津　　正 サンコー72Ｅ

8:10 田島 光一郎田島 光一郎田島 光一郎田島 光一郎 赤城ｶﾝﾄﾘｰＢ 冨所　　勉冨所　　勉冨所　　勉冨所　　勉 サンコー72Ｃ 町田　精三町田　精三町田　精三町田　精三 赤城ｶﾝﾄﾘｰＢ 米山　貴博米山　貴博米山　貴博米山　貴博 サンコー72Ｃ

8:17 松村　　勝松村　　勝松村　　勝松村　　勝 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 田島　義弘田島　義弘田島　義弘田島　義弘 赤城ｶﾝﾄﾘｰＢ 今泉　三郎今泉　三郎今泉　三郎今泉　三郎 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 木村　滋洸木村　滋洸木村　滋洸木村　滋洸 赤城ｶﾝﾄﾘｰＢ

8:24 佐藤　和治佐藤　和治佐藤　和治佐藤　和治 サンコー72Ｃ 中島　俊幸中島　俊幸中島　俊幸中島　俊幸 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 飯島 貴久雄飯島 貴久雄飯島 貴久雄飯島 貴久雄 サンコー72Ｃ 須藤　和義須藤　和義須藤　和義須藤　和義 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ

8:31 武内 真理子武内 真理子武内 真理子武内 真理子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＢ 南雲　　東南雲　　東南雲　　東南雲　　東 白水 馬場 百合子馬場 百合子馬場 百合子馬場 百合子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＢ 齋藤　文子齋藤　文子齋藤　文子齋藤　文子 白水

8:38 初谷　幸一初谷　幸一初谷　幸一初谷　幸一 赤城国際Ｅ 加藤　儀久加藤　儀久加藤　儀久加藤　儀久 富岡ゴルフＡ 戸田　　薫戸田　　薫戸田　　薫戸田　　薫 赤城国際Ｅ 赤穂　好男赤穂　好男赤穂　好男赤穂　好男 富岡ゴルフＡ

8:45 春山　けさ春山　けさ春山　けさ春山　けさ 藤岡Ｃ 武笠　浩子武笠　浩子武笠　浩子武笠　浩子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＢ 神林 加津子神林 加津子神林 加津子神林 加津子 藤岡Ｃ 北　　節子北　　節子北　　節子北　　節子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸＢ

8:52 新井　　壽新井　　壽新井　　壽新井　　壽 鳳凰Ｂ 高橋　　充高橋　　充高橋　　充高橋　　充 赤城国際Ｅ 栗原　稔秋栗原　稔秋栗原　稔秋栗原　稔秋 鳳凰Ｂ 赤石　勝義赤石　勝義赤石　勝義赤石　勝義 赤城国際Ｅ

8:59 内田　　武内田　　武内田　　武内田　　武 富岡ゴルフＡ 川上 正三郎川上 正三郎川上 正三郎川上 正三郎 鳳凰Ｂ 鈴木 伸一郎鈴木 伸一郎鈴木 伸一郎鈴木 伸一郎 富岡ゴルフＡ 河内　　孝河内　　孝河内　　孝河内　　孝 鳳凰Ｂ

9:06 髙橋　　誠髙橋　　誠髙橋　　誠髙橋　　誠 藤岡Ｂ 樋口　俊之樋口　俊之樋口　俊之樋口　俊之 高梨子Ｂ 秋山　　実秋山　　実秋山　　実秋山　　実 藤岡Ｂ 富田　好治富田　好治富田　好治富田　好治 高梨子Ｂ

9:13 朝田　利夫朝田　利夫朝田　利夫朝田　利夫 太平洋高崎 鈴木　　学鈴木　　学鈴木　　学鈴木　　学 藤岡Ｂ 茂木　　功茂木　　功茂木　　功茂木　　功 太平洋高崎 牛之濱 純俊牛之濱 純俊牛之濱 純俊牛之濱 純俊 藤岡Ｂ

9:20 篠原　千里篠原　千里篠原　千里篠原　千里 高梨子Ｂ 池島　成憲池島　成憲池島　成憲池島　成憲 太平洋高崎 多胡　雅文多胡　雅文多胡　雅文多胡　雅文 高梨子Ｂ 吉川　伸一吉川　伸一吉川　伸一吉川　伸一 太平洋高崎

9:27 小野寺 高夫小野寺 高夫小野寺 高夫小野寺 高夫 初穂Ｃ 青木　慎二青木　慎二青木　慎二青木　慎二 高山 梅澤　久雄梅澤　久雄梅澤　久雄梅澤　久雄 初穂Ｃ 松井　哲夫松井　哲夫松井　哲夫松井　哲夫 高山

9:34 奥田　秀敏奥田　秀敏奥田　秀敏奥田　秀敏 富岡ゴルフＢ 小林　健三小林　健三小林　健三小林　健三 初穂Ｃ 斉藤　孝夫斉藤　孝夫斉藤　孝夫斉藤　孝夫 富岡ゴルフＢ 林　　孝志林　　孝志林　　孝志林　　孝志 初穂Ｃ

9:41 岡庭　新二岡庭　新二岡庭　新二岡庭　新二 高山 石井　好男石井　好男石井　好男石井　好男 富岡ゴルフＢ 沼田　一雄沼田　一雄沼田　一雄沼田　一雄 高山 藤本　良行藤本　良行藤本　良行藤本　良行 富岡ゴルフＢ

9:48 茂木　　一茂木　　一茂木　　一茂木　　一 前橋 中島　　茂中島　　茂中島　　茂中島　　茂 JGMベルエア 長谷川 仁一長谷川 仁一長谷川 仁一長谷川 仁一 前橋 後閑　英孝後閑　英孝後閑　英孝後閑　英孝 JGMベルエア

9:55 石倉　敏正石倉　敏正石倉　敏正石倉　敏正 関越中山 金子　侑司金子　侑司金子　侑司金子　侑司 前橋 後藤　雅則後藤　雅則後藤　雅則後藤　雅則 関越中山 飯塚　春吉飯塚　春吉飯塚　春吉飯塚　春吉 前橋

10:02 徳井　俊夫徳井　俊夫徳井　俊夫徳井　俊夫 JGMベルエア 高橋　精一高橋　精一高橋　精一高橋　精一 関越中山 岩崎　定男岩崎　定男岩崎　定男岩崎　定男 JGMベルエア 福田 千代治福田 千代治福田 千代治福田 千代治 関越中山

○当日の出欠状況により、組合せは変更になる場合があります 競技委員長 　福島　誠
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