
　　　第７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： 令和元年６月１３日（木） 会場： 高山ゴルフ倶楽部
『 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 斉藤　義春 高山ゴルフＡ 篠原　　寿 伊香保国際Ｂ 小野塚　司 高山ゴルフＡ 吉田 昭三郎 伊香保国際Ｂ

2 7:07 福島　克彦 新玉村Ａ 諸田 右千人 高山ゴルフＡ 宮下　隆志 新玉村Ａ 富田　聖一 高山ゴルフＡ

3 7:14 桑原　　裕 伊香保国際Ｂ 轟　　秀夫 新玉村Ａ 木暮　　篤 伊香保国際Ｂ 佐藤　春和 新玉村Ａ

4 7:21 中田　一夫 赤城ゴルフＢ 小渕　圭樹 草津Ａ 天田　文博 赤城ゴルフＢ 滝沢　信夫 草津Ａ

5 7:28 千明　武男 上武ゴルフ場 千明　直一 赤城ゴルフＢ 今北　民憲 上武ゴルフ場 内山　英明 赤城ゴルフＢ

6 7:35 大和田 康夫 草津Ａ 角田　幸一 上武ゴルフ場 高橋　　潔 草津Ａ 福田　正行 上武ゴルフ場

7 7:42 佃　一生 赤城ゴルフＡ 狩野　又男 伊香保国際Ａ 都丸　光二 赤城ゴルフＡ 金山　義行 伊香保国際Ａ

8 7:49 秋山　凱洋 プレジデントＡ 斉藤　康弘 赤城ゴルフＡ 勝又　輝雄 プレジデントＡ 伊藤　誠二 赤城ゴルフＡ

9 7:56 斉藤　新治 伊香保国際Ａ 塚田　且美 白水Ａ 杉山　　茂 伊香保国際Ａ 立石　眞一 白水Ａ

10 8:03 森村　貞夫 白水Ａ 浅井　政彦 プレジデントＡ 本多　八男 白水Ａ 土屋　春男 プレジデントＡ

11 8:10 村上　裕一 赤城国際　 岩渕　和美 初穂Ｄ 田子　　清 赤城国際　 須田　政男 初穂Ｄ

12 8:17 奥田　秀敏 富岡ゴルフＡ 松澤　克己 赤城国際　 浅見　知一 富岡ゴルフＡ 大崎　　聡 赤城国際　

13 8:24 吉野　弘幸 初穂Ｄ 斉藤　孝夫 富岡ゴルフＡ 堀　　初夫 初穂Ｄ 石井　好男 富岡ゴルフＡ

14 8:31 齋藤 万知子 伊香保国際Ｃ 川崎 エミ子 赤城ゴルフＣ 町田　里枝 伊香保国際Ｃ 登山 由里子 赤城ゴルフＣ

15 8:38 髙橋　広子 草津Ｂ 森田　弘子 伊香保国際Ｃ 大和田 順子 草津Ｂ 宮崎 貴美子 伊香保国際Ｃ

16 8:45 関　ゆきえ 草津Ｂ 角田 かつ枝 赤城ゴルフＣ 関　　　泉 草津Ｂ

17 8:52 田村　　茂 草津Ｃ 亀井　　忠 ノーザン赤城Ｄ 西村 香世子 草津Ｃ 亀井 マサ子 ノーザン赤城Ｄ

18 8:59 中村　聖晴 初穂Ｆ 吉沢　基宏 草津Ｃ 為野　伸祐 初穂Ｆ 黒岩　　武 草津Ｃ

19 9:06 原　　　　葵 ノーザン赤城Ｄ 田辺　　操 初穂Ｆ 伊能　幸男 ノーザン赤城Ｄ 鷹箸　　努 初穂Ｆ

20 9:13 高見澤 芳男 嬬恋高原B 町田　精三 赤城カントリーＢ 高橋　一利 嬬恋高原B 田島　義弘 赤城カントリーＢ

21 9:20 岡野　　明 甘楽 石塚　建久 嬬恋高原B 岩崎　一彦 甘楽 小山　利彦 嬬恋高原B

22 9:27 赤石　　昇 赤城カントリーＢ 堀江　新二 玉村Ａ 橋本 慶一郎 赤城カントリーＢ 眞崎　謙治 玉村Ａ

23 9:34 太田　善示 甘楽 飯塚　治司 玉村Ａ 飯島　信幸 甘楽

24 9:41 田中　正人 グリーンパークＡ 島田　喜久 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 小川　則雄 グリーンパークＡ 白石　克己 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B

25 9:48 矢内　利子 玉村Ｂ 高橋　哲生 グリーンパークＡ 山口　一明 玉村Ｂ 大庭　敏夫 グリーンパークＡ

26 9:55 齋藤 日出男 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 田島　孝宏 赤城カントリーＡ 小板橋　茂 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽B 田畠　康男 赤城カントリーＡ

27 10:02 須永　雅夫 赤城カントリーＡ 髙澤 ひろ子 玉村Ｂ 中山　晴雄 赤城カントリーＡ 石坂　悦子 玉村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 高井　勇次 高山ゴルフＢ 狩野　保明 ノーザン赤城Ｅ 大木　健一 高山ゴルフＢ 都丸　　建 ノーザン赤城Ｅ

2 7:07 加藤　孝司 初穂Ｅ 角田　　誠 高山ゴルフＢ 赤見　晴夫 初穂Ｅ 岡部　　清 高山ゴルフＢ

3 7:14 青木　久雄 ノーザン赤城Ｅ 西川　昌弘 初穂Ｅ 新井　　猛 ノーザン赤城Ｅ 増田　雄二 初穂Ｅ

4 7:21 金子　侑司 前橋Ａ 古内　元明 白水Ｂ 鎌形　　猛 前橋Ａ 武尾　　博 白水Ｂ

5 7:28 金井　宏之 初穂Ｃ 茂木　　一 前橋Ａ 森　　　隆 初穂Ｃ 梅澤　常憲 前橋Ａ

6 7:35 髙橋　義章 白水Ｂ 小林　正雄 初穂Ｃ 須永　秀治 白水Ｂ 林　　敏男 初穂Ｃ

7 7:42 鈴木　和明 前橋Ｂ 小野寺 高夫 初穂Ａ 牛込 純一郎 前橋Ｂ 梅澤　久雄 初穂Ａ

8 7:49 平田　育夫 赤城ゴルフＤ 松村　　譲 前橋Ｂ 平田　圭雄 赤城ゴルフＤ 高田　正明 前橋Ｂ

9 7:56 横坂　　明 初穂Ａ 平田　政昭 赤城ゴルフＤ 林　　孝志 初穂Ａ 干川　良雄 赤城ゴルフＤ

10 8:03 武笠　浩子 グリーンパークＢ 松村 はるみ ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 馬場 百合子 グリーンパークＢ 市川　敏子 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ

11 8:10 大野 恵美子 太平洋高崎 田畑 美代子 グリーンパークＢ 落合　文子 太平洋高崎 大嶋 ますみ グリーンパークＢ

12 8:17 上　　正則 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 片桐　忠夫 富岡ゴルフＢ 岩崎　知彦 ﾒｲﾚｲｸﾋﾙｽﾞ 眞塩　和夫 富岡ゴルフＢ

13 8:24 橋本　正利 富岡ゴルフＢ 石沢　藤秋 太平洋高崎 青木　和夫 富岡ゴルフＢ 玉田　和行 太平洋高崎

14 8:31 初見　哲三 高山ゴルフＣ 須藤　和義 ノーザン赤城Ａ 金澤　政雄 高山ゴルフＣ 倉林　定三 ノーザン赤城Ａ

15 8:38 中村　糸子 初穂Ｂ 関　　明正 高山ゴルフＣ 田子 とみ江 初穂Ｂ 初見　英子 高山ゴルフＣ

16 8:45 松村　　勝 ノーザン赤城Ａ 松原　敏明 緑野Ａ 南雲　　東 ノーザン赤城Ａ 長井　佐代 緑野Ａ

17 8:52 田村　剛久 緑野Ａ 田子　正剛 初穂Ｂ 富田　　恭 緑野Ａ 春山　泰夫 初穂Ｂ

18 8:59 今泉　三郎 ノーザン赤城Ｃ 松村　啓一 伊香保国際Ｄ 佐藤　宗夫 ノーザン赤城Ｃ 岸　　則雄 伊香保国際Ｄ

19 9:06 安藤 美喜夫 緑野Ｂ 川田　康夫 ノーザン赤城Ｃ 安藤 美智子 緑野Ｂ 川田　愛子 ノーザン赤城Ｃ

20 9:13 飯島 喜久雄 伊香保国際Ｄ 早川　和由 緑野Ｂ 福原　千波 伊香保国際Ｄ 土屋　孝子 緑野Ｂ

21 9:20 佐藤 重太郎 嬬恋高原A 斉藤　道明 太平洋軽井沢 黒岩　利明 嬬恋高原A 佐藤　忠夫 太平洋軽井沢

22 9:27 飯沼　　勝 ノーザン赤城Ｂ 黒岩　　孟 嬬恋高原A 西濱　健市 ノーザン赤城Ｂ 重田　正春 嬬恋高原A

23 9:34 中沢　計三 太平洋軽井沢 加藤　　裕 ノーザン赤城Ｂ 千葉　晴康 太平洋軽井沢 田中　義男 ノーザン赤城Ｂ

24 9:41 髙橋　和男 高山ゴルフＤ 佐藤　雅春 プレジデントＢ 星野　吉一 高山ゴルフＤ 石井　　勇 プレジデントＢ

25 9:48 金子　進也 プレジデントＢ 大塚　　進 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 湯本　秀樹 プレジデントＢ 勅使川原 重雄 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A

26 9:55 金谷　　茂 ツインレイクス 松井　文夫 高山ゴルフＤ 古井戸　繁 ツインレイクス 堀口　善一 高山ゴルフＤ

27 10:02 笠原　一郎 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A 西　　　克 ツインレイクス 清水　　清 ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東軽A

○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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