
第３回 群馬県アンダーハンディキャップゴルフ選手権(兼)ＫＧＡ杯群馬県予選 組合せ及びスタート時間表第３回 群馬県アンダーハンディキャップゴルフ選手権(兼)ＫＧＡ杯群馬県予選 組合せ及びスタート時間表第３回 群馬県アンダーハンディキャップゴルフ選手権(兼)ＫＧＡ杯群馬県予選 組合せ及びスタート時間表第３回 群馬県アンダーハンディキャップゴルフ選手権(兼)ＫＧＡ杯群馬県予選 組合せ及びスタート時間表

（１８ホールストロークプレー） （参加者 99名　　男子：69名　　女子：30名）

期　日 ：　平成２９年９月７日（木）期　日 ：　平成２９年９月７日（木）期　日 ：　平成２９年９月７日（木）期　日 ：　平成２９年９月７日（木） 会　場 ：　サンコー72カントリークラブ会　場 ：　サンコー72カントリークラブ会　場 ：　サンコー72カントリークラブ会　場 ：　サンコー72カントリークラブ

(一社)関東ゴルフ連盟

『 アウトコース　スタート 』（赤城コース）『 アウトコース　スタート 』（赤城コース）『 アウトコース　スタート 』（赤城コース）『 アウトコース　スタート 』（赤城コース） 群馬県ゴルフ団体連絡協議会

組 時刻 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC

1 8:00 岩渕　和美 初穂ＣＣ 9 山﨑　貞雄 サンコー72ＣＣ 12 西川　昌弘 初穂ＣＣ 11 狩野　博幸 赤城国際ＣＣ 14

2 8:09 横坂　　明 初穂ＣＣ 9 田中　正人 グリーンパークCC 11 田子　正剛 初穂ＣＣ 11 大木　孝之 赤城国際ＣＣ 14

3 8:18 加藤　孝司 初穂ＣＣ 10 佐藤　和治 サンコー72ＣＣ 12 梅澤　久雄 初穂ＣＣ 12 木榑　大輔 赤城ＧＣ 13

4 8:27 滝川　　清 サンコー72ＣＣ 10 田中　広史 グリーンパークCC 12 房前　光芳 初穂ＣＣ 12 関　　初男 初穂ＣＣ 14

5 8:36 村上　梅春 白水GC 10 綿貫　幸太郎 初穂ＣＣ 11 金井　宏之 初穂ＣＣ 13 寺島　正明 サンコー72ＣＣ 13

6 8:45 増田　雄二 初穂ＣＣ 10 古賀　一孝 グリーンパークCC 11 岡部　和行 伊香保国際ＣＣ 13 千木良　和洋 伊香保国際ＣＣ 12

7 8:54 関　　孝利 草津ＣＣ 11 松澤　克巳 赤城国際ＣＣ 11 林　　孝志 初穂ＣＣ 13 庄司　十志夫 初穂ＣＣ 14

8 9:03 井上　　浩 草津ＣＣ 13 村上　裕一 赤城国際ＣＣ 17 遊澤　桂司 グリーンパークCC 28

9 9:12 國武　正史 伊香保国際ＣＣ 14 金谷　佳信 鳳凰ＧＣ 18 新屋　祐憲 妙義CC 15 田村　　潔 赤城国際ＣＣ 25

10 9:21 大河原 知弘 新玉村Ｇ 15 田子　　清 赤城国際ＣＣ 17 貫井　忠彦 グリーンパークCC 18 前田　　浩 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄCC 21

11 9:30 山口　久義 グリーンパークCC 14 増茂　貞男 サンコー72ＣＣ 15 河内　　孝 鳳凰ＧＣ 19 比護　勝彦 サンコー72ＣＣ 21

12 9:39 藤村　和弘 太田双葉ＣＣ 15 富田　好治 赤城国際ＣＣ 16 坂上　隆夫 グリーンパークCC 19 松本　正一 グリーンパークCC 20

13 9:48 瀬下　隆男 赤城国際ＣＣ 16 大﨑　　聡 赤城国際ＣＣ 15 武内　和雄 グリーンパークCC 20

『 インコース　スタート 』（榛名コース）『 インコース　スタート 』（榛名コース）『 インコース　スタート 』（榛名コース）『 インコース　スタート 』（榛名コース）

組 時刻 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC 氏　　名　 所　　属 HC

1 8:00 山納　連淑 サンコー72ＣＣ 14 春山　ケサ 藤岡ＧＣ 13 伊藤　弥生 サンコー72ＣＣ 17

2 8:09 秋田　たまみ 鳳凰ＧＣ 13 増茂　ケイ子 サンコー72ＣＣ 13 田畑　美代子 グリーンパークCC 17 滝川　利江 サンコー72ＣＣ 21

3 8:18 池田　晶子 グリーンパークCC 13 鈴木　輝美 サンコー72ＣＣ 12 田戸岡　美幸 赤城ＧＣ 16 中島　まさ子 藤岡ＧＣ 22

4 8:27 岩崎　よしみ 初穂ＣＣ 15 富宇加　朝子 太田双葉ＣＣ 15 羽賀　フミ子 サンコー72ＣＣ 25

5 8:36 木幡　サチ子 サンコー72ＣＣ 9 福原　千波 伊香保国際ＣＣ 10 伊勢塚 恵美子 グリーンパークCC 12 本田　かつら 太田双葉ＣＣ 12

6 8:45 武内　真理子 グリーンパークCC 9 狩野　益美 伊香保国際ＣＣ 10 齋藤　万知子 伊香保国際ＣＣ 9 田島　淳江 赤城ＧＣ 12

7 8:54 川崎 エミ子 赤城ＧＣ 8 馬場　百合子 グリーンパークCC 10 西田 美代子 赤城ＧＣ 10 神林　加津子 藤岡ＧＣ 13

8 9:03 武笠　浩子 グリーンパークCC 8 角田 かつ枝 赤城ＧＣ 10 内田　恵美子 高山ＧＣ 10 山田　弥生 サンコー72ＣＣ 12

9 9:12 福田　辰雄 高山ＧＣ 8 中村　正男 初穂ＣＣ 6 青木　文雄 サンコー72ＣＣ 8

10 9:21 多胡　昌行 伊香保国際ＣＣ 5 小林　正雄 初穂ＣＣ 7 斎藤　新治 伊香保国際ＣＣ 8 小林　健三 初穂ＣＣ 9

11 9:30 堀口　　哲 サンコー72ＣＣ 6 木暮　　篤 伊香保国際ＣＣ 7 梅沢　　吉 初穂ＣＣ 9 森本　健司 グリーンパークCC 9

12 9:39 杉山　　茂 伊香保国際ＣＣ 6 櫛渕　　昭 初穂ＣＣ 7 浅見　　勉 グリーンパークCC 8 髙橋　岩夫 伊香保国際ＣＣ 10

13 9:48 秋田　保弘 藤岡ＧＣ 4 中澤　孝二 伊香保国際ＣＣ 7 小野寺　高夫 初穂ＣＣ 8 樋口　剛博 伊香保国際ＣＣ 9

競技委員長　　矢野　英明

(注) ※欠席者があった場合、組合せおよびスタート時間を変更することがある。

※表示のハンディキャップは、９月１日更新のJGA/USGAハンディキャップインデックスをプレーするティーインググランドの

　スロープレーティングにもとづいて換算した数値です。（別紙参照）。

※競技当日、ハンディキャップインデックス証明書の提出は必要ありません。


