
　　　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6月9日平成29年6月9日平成29年6月9日平成29年6月9日（（（（金金金金））））
会場： 伊香保国際伊香保国際伊香保国際伊香保国際カンツリークラブカンツリークラブカンツリークラブカンツリークラブ

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

7:15 篠原　　寿篠原　　寿篠原　　寿篠原　　寿 伊香保国際Ａ 高林 喜久夫高林 喜久夫高林 喜久夫高林 喜久夫 梅ノ郷A 堤　　隆雄堤　　隆雄堤　　隆雄堤　　隆雄 伊香保国際Ａ 渡辺　　武渡辺　　武渡辺　　武渡辺　　武 梅ノ郷A

7:22 塚越 晃一郎塚越 晃一郎塚越 晃一郎塚越 晃一郎 梅ノ郷A 斉藤　義春斉藤　義春斉藤　義春斉藤　義春 高山 福田　衛敬福田　衛敬福田　衛敬福田　衛敬 梅ノ郷A 金井　正幸金井　正幸金井　正幸金井　正幸 高山

7:29 小石　陽二小石　陽二小石　陽二小石　陽二 高山 吉田 昭三郎吉田 昭三郎吉田 昭三郎吉田 昭三郎 伊香保国際Ａ 富田　聖一富田　聖一富田　聖一富田　聖一 高山 齋藤 万知子齋藤 万知子齋藤 万知子齋藤 万知子 伊香保国際Ａ

7:36 大和田 康夫大和田 康夫大和田 康夫大和田 康夫 草津A 金山　義行金山　義行金山　義行金山　義行 伊香保国際Ｂ 高橋　　潔高橋　　潔高橋　　潔高橋　　潔 草津A 狩野　又男狩野　又男狩野　又男狩野　又男 伊香保国際Ｂ

7:43 佐藤　省吾佐藤　省吾佐藤　省吾佐藤　省吾 梅ノ郷B 滝沢　信夫滝沢　信夫滝沢　信夫滝沢　信夫 草津A 栗原　　隆栗原　　隆栗原　　隆栗原　　隆 梅ノ郷B 小渕　圭樹小渕　圭樹小渕　圭樹小渕　圭樹 草津A

7:50 立石　眞一立石　眞一立石　眞一立石　眞一 白水A 斉藤　新治斉藤　新治斉藤　新治斉藤　新治 伊香保国際Ｂ 福島　則雄福島　則雄福島　則雄福島　則雄 白水A 木暮　　篤木暮　　篤木暮　　篤木暮　　篤 伊香保国際Ｂ

7:57 小林　順一小林　順一小林　順一小林　順一 梅ノ郷B 本多　八男本多　八男本多　八男本多　八男 白水A 大澤　盛夫大澤　盛夫大澤　盛夫大澤　盛夫 梅ノ郷B 村上　梅春村上　梅春村上　梅春村上　梅春 白水A

8:04 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 増茂 ケイ子増茂 ケイ子増茂 ケイ子増茂 ケイ子 サンコー72 吉田　勝子吉田　勝子吉田　勝子吉田　勝子 赤城ゴルフ 木幡 サチ子木幡 サチ子木幡 サチ子木幡 サチ子 サンコー72

8:11 増茂　貞男増茂　貞男増茂　貞男増茂　貞男 サンコー72 初見　哲三初見　哲三初見　哲三初見　哲三 上毛森林Ｂ 滝川　　清滝川　　清滝川　　清滝川　　清 サンコー72 栗田　　健栗田　　健栗田　　健栗田　　健 上毛森林Ｂ

8:18 初見　英子初見　英子初見　英子初見　英子 上毛森林Ｂ 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 近藤 百合子近藤 百合子近藤 百合子近藤 百合子 上毛森林Ｂ 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

8:25 長岡　　均長岡　　均長岡　　均長岡　　均 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 加藤　正樹加藤　正樹加藤　正樹加藤　正樹 新玉村 笠原　一郎笠原　一郎笠原　一郎笠原　一郎 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 山城　　満山城　　満山城　　満山城　　満 新玉村

8:32 田島　　彰田島　　彰田島　　彰田島　　彰 新玉村 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B 大川　　清大川　　清大川　　清大川　　清 新玉村 阿部　利一阿部　利一阿部　利一阿部　利一 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸB

8:39 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B 清水　　清清水　　清清水　　清清水　　清 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 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B 大塚　　進大塚　　進大塚　　進大塚　　進 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A

8:46 折間　幸子折間　幸子折間　幸子折間　幸子 伊香保国際Ｃ 十河 むつ子十河 むつ子十河 むつ子十河 むつ子 上武ゴルフ場 平松　洋子平松　洋子平松　洋子平松　洋子 伊香保国際Ｃ 山﨑 百合子山﨑 百合子山﨑 百合子山﨑 百合子 上武ゴルフ場

8:53 十河　英夫十河　英夫十河　英夫十河　英夫 上武ゴルフ場 小林　久夫小林　久夫小林　久夫小林　久夫 太平洋高崎 佐山　芳正佐山　芳正佐山　芳正佐山　芳正 上武ゴルフ場 松下 禮二郎松下 禮二郎松下 禮二郎松下 禮二郎 太平洋高崎

9:00 落合　文子落合　文子落合　文子落合　文子 太平洋高崎 田中　史江田中　史江田中　史江田中　史江 伊香保国際Ｃ 大野 恵美子大野 恵美子大野 恵美子大野 恵美子 太平洋高崎 菅谷　正子菅谷　正子菅谷　正子菅谷　正子 伊香保国際Ｃ

9:07 石塚　建久石塚　建久石塚　建久石塚　建久 嬬恋高原B 数歩　秀夫数歩　秀夫数歩　秀夫数歩　秀夫 太平洋軽井沢 高橋　一利高橋　一利高橋　一利高橋　一利 嬬恋高原B 灰田 ｼﾞｪｰﾑｽ灰田 ｼﾞｪｰﾑｽ灰田 ｼﾞｪｰﾑｽ灰田 ｼﾞｪｰﾑｽ 太平洋軽井沢

9:14 神津　正則神津　正則神津　正則神津　正則 太平洋軽井沢 斉木　静夫斉木　静夫斉木　静夫斉木　静夫 霞山Ａ 橋本　伸夫橋本　伸夫橋本　伸夫橋本　伸夫 太平洋軽井沢 井瀧　忠男井瀧　忠男井瀧　忠男井瀧　忠男 霞山Ａ

9:21 柴田　　均柴田　　均柴田　　均柴田　　均 シルク 内藤　　誠内藤　　誠内藤　　誠内藤　　誠 下仁田 竹村　常男竹村　常男竹村　常男竹村　常男 シルク 諸星　和夫諸星　和夫諸星　和夫諸星　和夫 下仁田

9:28 山崎 冨久子山崎 冨久子山崎 冨久子山崎 冨久子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞB 太田 美智子太田 美智子太田 美智子太田 美智子 霞山Ｂ 松尾　福代松尾　福代松尾　福代松尾　福代 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞB 湯浅 あき子湯浅 あき子湯浅 あき子湯浅 あき子 霞山Ｂ

9:35 岡野　　明岡野　　明岡野　　明岡野　　明 甘楽Ａ 新井　和秀新井　和秀新井　和秀新井　和秀 シルク 岩崎　一彦岩崎　一彦岩崎　一彦岩崎　一彦 甘楽Ａ 金澤　二郎金澤　二郎金澤　二郎金澤　二郎 シルク

9:42 入山　正男入山　正男入山　正男入山　正男 下仁田 渡辺　英二渡辺　英二渡辺　英二渡辺　英二 甘楽Ａ 市川　充人市川　充人市川　充人市川　充人 下仁田 井野　一好井野　一好井野　一好井野　一好 甘楽Ａ

9:49 小林 長三郎小林 長三郎小林 長三郎小林 長三郎 緑野A 黒岩　　孟黒岩　　孟黒岩　　孟黒岩　　孟 嬬恋高原A 宮下　侑雄宮下　侑雄宮下　侑雄宮下　侑雄 緑野A 佐藤　久忠佐藤　久忠佐藤　久忠佐藤　久忠 嬬恋高原A

9:56 佐藤 重太郎佐藤 重太郎佐藤 重太郎佐藤 重太郎 嬬恋高原A 田島　章一田島　章一田島　章一田島　章一 甘楽Ｂ 重田　正春重田　正春重田　正春重田　正春 嬬恋高原A 長島　憲雄長島　憲雄長島　憲雄長島　憲雄 甘楽Ｂ

10:03 飯島　信幸飯島　信幸飯島　信幸飯島　信幸 甘楽Ｂ 秋谷　輝夫秋谷　輝夫秋谷　輝夫秋谷　輝夫 緑野A 太田　善示太田　善示太田　善示太田　善示 甘楽Ｂ 江原　友道江原　友道江原　友道江原　友道 緑野A

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

7:15 小林　正雄小林　正雄小林　正雄小林　正雄 初穂A 天野　槌正天野　槌正天野　槌正天野　槌正 緑野C 関　　初男関　　初男関　　初男関　　初男 初穂A 白岩　順一白岩　順一白岩　順一白岩　順一 緑野C

7:22 笠原　　武笠原　　武笠原　　武笠原　　武 緑野C 松本　英幸松本　英幸松本　英幸松本　英幸 上毛森林Ａ 関　　吉実関　　吉実関　　吉実関　　吉実 緑野C 西濱　健市西濱　健市西濱　健市西濱　健市 上毛森林Ａ

7:29 岸　　昭二岸　　昭二岸　　昭二岸　　昭二 上毛森林Ａ 林　　敏男林　　敏男林　　敏男林　　敏男 初穂A 山﨑　　晃山﨑　　晃山﨑　　晃山﨑　　晃 上毛森林Ａ 金井　宏之金井　宏之金井　宏之金井　宏之 初穂A

7:36 髙松　茂樹髙松　茂樹髙松　茂樹髙松　茂樹 白水B 密照　政彦密照　政彦密照　政彦密照　政彦 玉村 髙松　恵子髙松　恵子髙松　恵子髙松　恵子 白水B 堀江　新二堀江　新二堀江　新二堀江　新二 玉村

7:43 眞崎　謙治眞崎　謙治眞崎　謙治眞崎　謙治 玉村 横坂　　明横坂　　明横坂　　明横坂　　明 初穂B 飯塚　治司飯塚　治司飯塚　治司飯塚　治司 玉村 林　　孝志林　　孝志林　　孝志林　　孝志 初穂B

7:50 小野寺 高夫小野寺 高夫小野寺 高夫小野寺 高夫 初穂B 髙橋　義章髙橋　義章髙橋　義章髙橋　義章 白水B 梅澤　久雄梅澤　久雄梅澤　久雄梅澤　久雄 初穂B 須永　秀治須永　秀治須永　秀治須永　秀治 白水B

7:57 福原　千波福原　千波福原　千波福原　千波 伊香保国際Ｄ 新井 まさ子新井 まさ子新井 まさ子新井 まさ子 甘楽Ｃ 飯島 喜久雄飯島 喜久雄飯島 喜久雄飯島 喜久雄 伊香保国際Ｄ 新井　厚生新井　厚生新井　厚生新井　厚生 甘楽Ｃ

8:04 吉田　　篤吉田　　篤吉田　　篤吉田　　篤 甘楽Ｃ 上原　康二上原　康二上原　康二上原　康二 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 栁澤　勝美栁澤　勝美栁澤　勝美栁澤　勝美 甘楽Ｃ 白石　克己白石　克己白石　克己白石　克己 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B

8:11 齋藤 日出男齋藤 日出男齋藤 日出男齋藤 日出男 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 松村　啓一松村　啓一松村　啓一松村　啓一 伊香保国際Ｄ 小板橋　茂小板橋　茂小板橋　茂小板橋　茂 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 岸　　則雄岸　　則雄岸　　則雄岸　　則雄 伊香保国際Ｄ

8:18 板垣　裕允板垣　裕允板垣　裕允板垣　裕允 ノーザン赤城A 吉岡　勝広吉岡　勝広吉岡　勝広吉岡　勝広 草津B 山中　順子山中　順子山中　順子山中　順子 ノーザン赤城A 大和田 順子大和田 順子大和田 順子大和田 順子 草津B

8:25 吉沢　基宏吉沢　基宏吉沢　基宏吉沢　基宏 草津B 安藤 美喜夫安藤 美喜夫安藤 美喜夫安藤 美喜夫 緑野D 西村 香世子西村 香世子西村 香世子西村 香世子 草津B 安藤 美智子安藤 美智子安藤 美智子安藤 美智子 緑野D

8:32 佐藤　雅春佐藤　雅春佐藤　雅春佐藤　雅春 プレジデント 黑岩　誠司黑岩　誠司黑岩　誠司黑岩　誠司 ノーザン赤城A 浅井　　進浅井　　進浅井　　進浅井　　進 プレジデント 佐藤　宗夫佐藤　宗夫佐藤　宗夫佐藤　宗夫 ノーザン赤城A

8:39 早川　和由早川　和由早川　和由早川　和由 緑野D 芝　　基紘芝　　基紘芝　　基紘芝　　基紘 JGMベルエア 土屋　孝子土屋　孝子土屋　孝子土屋　孝子 緑野D 原　　勝代原　　勝代原　　勝代原　　勝代 JGMベルエア

8:46 狩野　保明狩野　保明狩野　保明狩野　保明 ノーザン赤城B 金子　進也金子　進也金子　進也金子　進也 プレジデント 都丸　　健都丸　　健都丸　　健都丸　　健 ノーザン赤城B 入澤　信夫入澤　信夫入澤　信夫入澤　信夫 プレジデント

8:53 佐藤　价平佐藤　价平佐藤　价平佐藤　价平 JGMベルエア 亀井　　忠亀井　　忠亀井　　忠亀井　　忠 ノーザン赤城B 遠藤 恵美子遠藤 恵美子遠藤 恵美子遠藤 恵美子 JGMベルエア 亀井 マサ子亀井 マサ子亀井 マサ子亀井 マサ子 ノーザン赤城B

9:00 関川 美紀夫関川 美紀夫関川 美紀夫関川 美紀夫 霞山Ａ 田中　正人田中　正人田中　正人田中　正人 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 髙井　勇次髙井　勇次髙井　勇次髙井　勇次 霞山Ａ 高橋　哲生高橋　哲生高橋　哲生高橋　哲生 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA

9:07 青木　利夫青木　利夫青木　利夫青木　利夫 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 鈴木　晴樹鈴木　晴樹鈴木　晴樹鈴木　晴樹 ノーザン赤城C 岡村　富雄岡村　富雄岡村　富雄岡村　富雄 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 福島　達典福島　達典福島　達典福島　達典 ノーザン赤城C

9:14 大島　茂利大島　茂利大島　茂利大島　茂利 ノーザン赤城C 高見澤 芳男高見澤 芳男高見澤 芳男高見澤 芳男 嬬恋高原B 久保田　昇久保田　昇久保田　昇久保田　昇 ノーザン赤城C 藤本　伸也藤本　伸也藤本　伸也藤本　伸也 嬬恋高原B

9:21 中村 志津子中村 志津子中村 志津子中村 志津子 霞山Ｂ 増田 佳志子増田 佳志子増田 佳志子増田 佳志子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞA 武井　節子武井　節子武井　節子武井　節子 霞山Ｂ 河野 美登子河野 美登子河野 美登子河野 美登子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞA

9:28 斉藤　國人斉藤　國人斉藤　國人斉藤　國人 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞA 中島　信次中島　信次中島　信次中島　信次 レーサム 中村　浩一中村　浩一中村　浩一中村　浩一 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞA 小野里 篤雄小野里 篤雄小野里 篤雄小野里 篤雄 レーサム

9:35 角田 くに子角田 くに子角田 くに子角田 くに子 レーサム 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B 田村　昌枝田村　昌枝田村　昌枝田村　昌枝 レーサム 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B

9:42 関口　健二関口　健二関口　健二関口　健二 緑野B 加藤　敏雄加藤　敏雄加藤　敏雄加藤　敏雄 高梨子 中丸　輝男中丸　輝男中丸　輝男中丸　輝男 緑野B 篠原　千里篠原　千里篠原　千里篠原　千里 高梨子

9:49 富田　好治富田　好治富田　好治富田　好治 高梨子 池島　成憲池島　成憲池島　成憲池島　成憲 下秋間 市根井　潔市根井　潔市根井　潔市根井　潔 高梨子 茂木　　功茂木　　功茂木　　功茂木　　功 下秋間

9:56 安斉　修宏安斉　修宏安斉　修宏安斉　修宏 下秋間 木下　和雄木下　和雄木下　和雄木下　和雄 緑野B 工藤　哲也工藤　哲也工藤　哲也工藤　哲也 下秋間 菊地　了三菊地　了三菊地　了三菊地　了三 緑野B

○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 　安齋　元芳
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