
◆開催日：平成29年9月28日(木) ◆会　場：グリーンパークカントリークラブ

№１（東コース） スタート 主催：群馬県ゴルフ協会

NO 時間

1 7:00 前田　薫子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 相川　祐子 藤  岡　Ｃ 岡部　安代 赤城国際Ｃ 西　有実子 鳳　凰　Ｂ

2 7:08 本田　一江 上毛森林 小池　晶代 レーサム A 南雲　　東 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 峯川 香津子 初  穂　Ｂ

3 7:16 福原　千波 関越中山 星　美知子 新玉村 宮嵜 三枝子 ベルエアＡ 木幡 サチ子 サンコー72Ａ

4 7:24 小澤 千恵子 白  水　 阿部　香織 赤城国際Ｂ 黒岩　孝子 プリンスランド 伊勢塚恵美子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ B

5 7:32 春山　けさ 下秋間 橋田　洋子 鳳　凰　Ａ 岡　　和泉 レーサム B 武内 真理子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ A

6 7:40 遠藤 恵美子 ベルエアＢ 牧　　令子 赤城ゴルフＢ 熊木 由布子 霞　山 長谷川 徳子 赤城カントリー

7 7:48 齋藤 万知子 伊香保国際 田中　和江 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｃ 鈴木　百香 サンコー72Ｃ 田辺 美恵子 藤  岡　Ａ

8 7:56 林　　景子 赤城国際Ａ 吉田　京子 上武ＣＣ 藤村　路代 高梨子Ａ 森田　三和 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｄ

9 8:04 永原　淑子 ツインレイクス 武井　節子 玉  村 遠間　洋子 高梨子Ｂ  鈴木　輝美 サンコー72Ｂ

10 8:12 湯浅 あき子 倶楽部我山 櫻井 真知子 梅ノ郷 神林 加津子 藤  岡　Ｂ 田子 とみ江 初  穂　Ａ

11 8:20 角田 かつ枝 赤城ゴルフＡ 大野 恵美子 太平洋高崎 宮崎 貴美子 高  山 西村 香世子 草  津

12 8:28 斎藤 多巳子 前  橋 國松 みどり ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 大前 千鶴子 赤城国際Ｃ 北　　節子 上毛森林

13 8:36 髙橋　妙子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 小林　悦子 関越中山 野口 三佐子 ベルエアＡ 武藤 真由美 白  水　

14 8:44 熊川　幸子 プリンスランド 小板橋 雅代 下秋間 齋藤　静子 レーサム B 長井　政子 ベルエアＢ

15 8:52 市川　敏子 霞　山 狩野　益美 伊香保国際 滝川　利江 サンコー72Ｃ 岡本　典子 赤城国際Ａ

16 9:00 小林 累里子 高梨子Ａ 我孫子 康美 ツインレイクス 鬼形　弘美 高梨子Ｂ 佐久間 静子 倶楽部我山

17 9:08 関根 寿美子 藤  岡　Ｂ 西田 美代子 赤城ゴルフＡ 木下 美代子 高  山 佐藤　見枝 前  橋

18 9:16 中島 まさ子 藤  岡　Ｃ 久保田 文子 鳳　凰　Ｂ 米田　康代 レーサム A 岩崎 よしみ 初  穂　Ｂ

19 9:24 松沢　浩子 新玉村 増茂 ケイ子 サンコー72Ａ 大崎 由里香 赤城国際Ｂ 福田　恵子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ B

20 9:32 秋田 たまみ 鳳　凰　Ａ 馬場 百合子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ A 田戸岡 美幸 赤城ゴルフＢ 金子 ゆみ子 赤城カントリー

21 9:40 田畑 美代子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｃ 真砂　雅子 藤  岡　Ａ 木下　久子 上武ＣＣ 黒崎　久恵 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｄ

22 9:48 中村 志津子 玉  村 山田　弥生 サンコー72Ｂ 境原 あずさ 梅ノ郷 位下　和子 初  穂　Ａ

23 9:56 落合　文子 太平洋高崎 田邉　志娟 草  津 白田　秋子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｄ 大和　　睦 サンコー72Ｂ

№１０（西コース） スタート

NO 時間

1 7:00 狩野 きよ江 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 清田 マキコ 鳳　凰　Ｂ 狩野 えい子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 中澤　京子 新玉村

2 7:08 川崎　幸代 白  水　 池田　晶子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ B 黒岩　瑞恵 レーサム B 吉田　勝子 赤城ゴルフＢ

3 7:16 篠原　久子 伊香保国際 高橋　浩子 藤  岡　Ａ 金井　妙子 高梨子Ａ 五十嵐 秀子 玉  村

4 7:24 大木　悦子 倶楽部我山 木榑　ふさ 初  穂　Ａ 安原 美恵子 高  山 須藤　佳子 藤  岡　Ｃ

5 7:32 初見　英子 上毛森林 角田 しげ子 初  穂　Ｂ 粕谷　智江 ベルエアＡ 福島　和美 赤城国際Ｂ

6 7:40 橋爪　貴子 下秋間 武笠　浩子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ A 氏家 久美子 霞　山 富永　昭子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｃ

7 7:48 岩井　恭子 赤城国際Ａ 小澤　睦美 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｄ 中島　英子 高梨子Ｂ 齋藤 智佐子 梅ノ郷

8 7:56 川崎 エミ子 赤城ゴルフＡ 田村　　恵 草  津 杵渕　圭子 赤城国際Ｃ 金井　真理 レーサム A

9 8:04 佐藤　浩子 関越中山 金田 美智子 サンコー72Ａ 油井原 絵理子 プリンスランド 大槻 美代子 鳳　凰　Ａ

10 8:12 桜井 貴美子 ベルエアＢ 高宮 久美子 赤城カントリー 石川 真寿美 サンコー72Ｃ 長屋 登志子 上武ＣＣ

11 8:20 草地 由起枝 ツインレイクス  鈴木　咲良 サンコー72Ｂ 田中　幸子 藤  岡　Ｂ 岩田 美恵子 太平洋高崎

12 8:28 浅野　佳子 前  橋 千明　寿枝 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ａ 朝賀 佐知子 上毛森林 森山　孝子 関越中山

13 8:36 齋藤　文子 白  水　 大城 佳奈美 下秋間 高橋　広子 ベルエアＢ 町田　里枝 伊香保国際

14 8:44 高澤 亜希子 赤城国際Ａ 長井　佐代 ツインレイクス 太田 美智子 倶楽部我山 田島　淳江 赤城ゴルフＡ

15 8:52 深沢　明美 前  橋 田辺 みき江 藤  岡　Ｃ 矢島 みど里 レーサム A 石川 紀緒美 新玉村

16 9:00 石井 嘉奈子 赤城国際Ｂ 野村　一枝 鳳　凰　Ａ 高橋 喜三江 赤城ゴルフＢ 竹内　裕子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ Ｃ

17 9:08 黒澤　富子 上武ＣＣ 小池 由美子 玉  村 小林　洋子 梅ノ郷 片岡　しげ 太平洋高崎

18 9:16 石山　玲子 赤城国際Ｃ 近藤　陽子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城Ｂ 中村 富貴子 ベルエアＡ 重田 喜奴江 プリンスランド

19 9:24 鈴木　里江 レーサム B 加藤　敬子 霞　山 伊藤　弥生 サンコー72Ｃ 上原 ひろみ 高梨子Ａ

20 9:32 酒井　玲子 高梨子Ｂ 梅村　俊子 藤  岡　Ｂ 近藤　典子 高  山 林　　夏美 鳳　凰　Ｂ

21 9:40 中村　糸子 初  穂　Ｂ 山納　連淑 サンコー72Ａ 登坂 和歌子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ B 飯塚 千恵子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ A

22 9:48 鈴木 裕美子 赤城カントリー 本郷 すみ江 藤  岡　Ａ 武井　博子 初  穂　Ａ 庄田　雅恵 草  津

1.　スタート３０分前までに、受付を済ませてください。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.　当日の選手変更は、スタート３０分前までにフロントへ連絡する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.　プレー進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意する。不当な遅延はペナルティを課す。

競技委員長 安齋　元芳

1 2 3 4

4.  携帯電話のコース内での使用を禁止する。但し、緊急時を除く。
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