
　　　第６回 群馬県レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗競技大会決勝組合せ表

期日： 平成30年9月27日（木） 会場： 初穂カントリークラブ

『 OUTスタート 』

ＮＯ 　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

1 7:00 関口　　茂 赤城国際Ａ 佐藤　省吾 梅ノ郷Ｂ 秋葉　一誠 赤城国際Ａ 栗原　　隆 梅ノ郷Ｂ

2 7:07 大澤　康宏 太田双葉 宮崎　泰郎 赤城国際Ａ 森島　孝雄 太田双葉 木村　延久 赤城国際Ａ

3 7:14 小林　順一 梅ノ郷Ｂ 河田　育雄 太田双葉 大澤　盛夫 梅ノ郷Ｂ 高橋　光雄 太田双葉

4 7:21 都丸　光二 赤城ゴルフＣ 細谷　恒一 髙梨子Ｃ 斉藤　康弘 赤城ゴルフＣ 平石　康幸 髙梨子Ｃ

5 7:28 千明　武男 上武ゴルフＡ 佃　　一生 赤城ゴルフＣ 今北　民憲 上武ゴルフＡ 伊藤　誠二 赤城ゴルフＣ

6 7:35 儘田　　務 髙梨子Ｃ 工藤　　進 上武ゴルフＡ 多胡　雅文 髙梨子Ｃ 岡田　彰自 上武ゴルフＡ

7 7:42 大和田 康夫 草津Ａ 立石　眞一 白水Ｂ 高橋　　潔 草津Ａ 福島　則雄 白水Ｂ

8 7:49 杉田　勝彦 妙義Ｂ 滝沢　信夫 草津Ａ 内堀　秀司 妙義Ｂ 小渕　圭樹 草津Ａ

9 7:56 森村　貞夫 白水Ｂ 福島　克彦 新玉村Ａ 村上　梅春 白水Ｂ 宮下　隆志 新玉村Ａ

10 8:03 轟　　秀夫 新玉村Ａ 岡野　則行 妙義Ｂ 佐藤　春和 新玉村Ａ 武藤　尚男 妙義Ｂ

11 8:10 初谷　幸一 赤城国際Ｃ 金子　侑司 前橋Ａ 戸田　　薫 赤城国際Ｃ 須永　俊一 前橋Ａ

12 8:17 長岡　　均 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 福島　正幸 赤城国際Ｃ 清水　　清 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 赤石　勝義 赤城国際Ｃ

13 8:24 茂木　　一 前橋Ａ 笠原　一郎 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 梅澤　常憲 前橋Ａ 大塚　　進 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A

14 8:31 村上　裕一 赤城国際Ｄ 田中　正人 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 田子　　清 赤城国際Ｄ 高橋　　登 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA

15 8:38 横田　利幸 妙義Ａ 大島　泰一 赤城国際Ｄ 上野　和夫 妙義Ａ 松澤　克己 赤城国際Ｄ

16 8:45 青木　利夫 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 仲鉢　隆次 妙義Ａ 高橋　哲生 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸA 塩原　彦成 妙義Ａ

17 8:52 齋藤 日出男 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 曽根　宏之 桐生 小板橋　茂 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 春川　俊明 桐生

18 8:59 茂木　　功 下秋間 白石　克己 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 池島　成憲 下秋間 土屋　　勉 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B

19 9:06 今田　千秋 桐生 梶山 勝日孫 下秋間 坂部　順一 桐生 安斉　修宏 下秋間

20 9:13 吉田　　篤 甘楽Ａ 田中　　貢 玉村 栁澤　勝美 甘楽Ａ 堀江　新二 玉村

21 9:20 高井　勇次 高山Ａ 飯島　信幸 甘楽Ａ 根岸　定雄 高山Ａ 太田　善示 甘楽Ａ

22 9:27 眞崎　謙治 玉村 角田　　誠 高山Ａ 飯塚　治司 玉村 岡部　　清 高山Ａ

23 9:34 福田 千代治 関越中山 松本　　隆 妙義Ｃ 高橋　精一 関越中山 渡部　靖夫 妙義Ｃ

24 9:41 板垣　裕允 ノーザン赤城Ｂ 石倉　敏正 関越中山 黑岩　誠司 ノーザン赤城Ｂ 後藤　雅則 関越中山

25 9:48 神宮　裕一 妙義Ｃ 今泉　三郎 ノーザン赤城Ｂ 佐藤　周次 妙義Ｃ 佐藤　宗夫 ノーザン赤城Ｂ

『 Ｉ　Ｎスタート 』

ＮＯ 　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

1 7:00 岩渕　和美 初穂Ａ 青木　慎二 高山Ｂ 須田　政男 初穂Ａ 松井　哲夫 高山Ｂ

2 7:07 高田　正明 前橋Ｂ 小林　健三 初穂Ａ 松村　　譲 前橋Ｂ 関　　初男 初穂Ａ

3 7:14 岡庭　新二 高山Ｂ 鈴木　和明 前橋Ｂ 舘野　　勉 高山Ｂ 牛込 純一郎 前橋Ｂ

4 7:21 松嶋　　守 ベルエアＦ 堀口　　哲 サンコー72Ｄ 只木　秀紀 ベルエアＦ 唐澤　弘之 サンコー72Ｄ

5 7:28 古井戸　繁 ツインレイクス 赤津　英昭 ベルエアＦ 西　　克 ツインレイクス 本多 竹三郎 ベルエアＦ

6 7:35 菊地 喜久雄 サンコー72Ｄ 高田　　孟 ツインレイクス 松倉　克巳 サンコー72Ｄ 金谷　　茂 ツインレイクス

7 7:42 金井　宏之 初穂Ｄ 大塚　　均 高梨子Ｂ 庄司 十志夫 初穂Ｄ 渡辺　一郎 高梨子Ｂ

8 7:49 青木　文雄 サンコー72Ｅ 小林　正雄 初穂Ｄ 福田　辰雄 サンコー72Ｅ 林　　敏男 初穂Ｄ

9 7:56 新井　敏正 高梨子Ｂ 足立　勝人 サンコー72Ｅ 河井　　正 高梨子Ｂ 土屋　利則 サンコー72Ｅ

10 8:03 中村 志津子 霞山Ａ 十河 むつ子 上武ゴルフＢ 武井　節子 霞山Ａ 橋本　美幸 上武ゴルフＢ

11 8:10 河野 美登子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 太田 美智子 霞山Ａ 増田 代志子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 湯浅 あき子 霞山Ａ

12 8:17 十河　英夫 上武ゴルフＢ 斉藤　國人 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 佐山　芳正 上武ゴルフＢ 中村　浩一 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ

13 8:24 小谷野 興一 ベルエアＧ 柿田　真男 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸC 髙田　充廣 ベルエアＧ 千明　義勝 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸC

14 8:31 入山　正男 下仁田 戸丸　秀男 ベルエアＧ 三井田　浩 下仁田 大河原喜久次 ベルエアＧ

15 8:38 阿部　公雄 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸC 内藤　　誠 下仁田 蟻川　　康 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸC 市川　充人 下仁田

16 8:45 須藤　和義 ノーザン赤城Ｄ 佐藤　和治 サンコー72Ｂ 倉林　定三 ノーザン赤城Ｄ 吉田　一男 サンコー72Ｂ

17 8:52 武笠　浩子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸB 松村　　勝 ノーザン赤城Ｄ 北　　節子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸB 南雲　　東 ノーザン赤城Ｄ

18 8:59 冨所　　勉 サンコー72Ｂ 武内 真理子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸB 木幡 サチ子 サンコー72Ｂ 馬場 百合子 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸB

19 9:06 田子　正剛 初穂Ｃ 飯島 喜久雄 伊香保国際Ｃ 春山　泰夫 初穂Ｃ 福原　千波 伊香保国際Ｃ

20 9:13 髙松　茂樹 白水Ａ 梅澤　　吉 初穂Ｃ 髙松　恵子 白水Ａ 田子 とみ江 初穂Ｃ

21 9:20 松村　啓一 伊香保国際Ｃ 狩野　保明 ノーザン赤城Ｃ 岸　　則雄 伊香保国際Ｃ 都丸　　健 ノーザン赤城Ｃ

22 9:27 亀井　　忠 ノーザン赤城Ｃ 髙橋　義章 白水Ａ 原　　葵 ノーザン赤城Ｃ 須永　秀治 白水Ａ

23 9:34 小野寺 高夫 初穂Ｂ 石森　秀一 藤岡Ｄ 梅澤　久雄 初穂Ｂ 秋田　保弘 藤岡Ｄ

24 9:41 奥田　秀敏 富岡ゴルフＣ 横坂　　明 初穂Ｂ 片桐　忠夫 富岡ゴルフＣ 林　　孝志 初穂Ｂ

25 9:48 根岸　修一 藤岡Ｄ 石井　好男 富岡ゴルフＣ 富丘　　敦 藤岡Ｄ 斉藤　孝夫 富岡ゴルフＣ

○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 　宮澤　一賀
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