
第10回レジェンドＣＵＰゴルフ場対抗予選　第二会場組合せ　　初穂カントリークラブ 7/10更新

（ＯＵＴコース） スタート  グロスの部

NO 時間

1 7:00 福島　則雄 白水A 篠原　壽 伊香保国際A 立石　眞一 白水A 斎藤　新治 伊香保国際A

2 7:07 狩野　又男 伊香保国際A 原澤　文雄 白水A 髙橋　岩夫 伊香保国際A 金井　康広 白水A

3 7:14 山内　正勝 伊香保国際B 河田　育雄 太田双葉A 桑原　裕 伊香保国際B 森島　孝雄 太田双葉A

4 7:21 大澤　康宏 太田双葉A 木暮　篤 伊香保国際B 金井　正善 太田双葉A 吉田　昭三郎 伊香保国際B

5 7:28 竹川　浩昭 太田双葉B 福島　克彦 新玉村B 菅野　茂 太田双葉B 宮下　隆志 新玉村B

6 7:35 轟　 秀夫 新玉村B 角田　幸一 太田双葉B 佐藤　春和 新玉村B 秋塚　正美 太田双葉B

7 7:42 大和田 康夫 草津 C 阿久澤　和久 髙梨子D 小野里　篤雄 草津 C 中澤　琢麿 髙梨子D

8 7:49 平石　康幸 髙梨子D 滝沢　信夫 草津 C 松井　輝芳 髙梨子D 小藤　昭次 草津 C

9 7:56 佐藤　勉 草津 D 石井　孝志 ツイン　D 山本　政春 草津 D 五明　顕二 ツイン　D

10 8:03 廖　挺毅 ツイン　D 石森　秀一 藤岡B 松崎　正幸 ツイン　D 富丘　敦 藤岡B

11 8:10 秋田　保弘 藤岡B 茂木　博 草津 D 門井　俊夫 藤岡B 若林　政宏 草津 D

（ＯＵＴコース） スタート  新ペリアの部

NO 時間

12 8:17 金井　敬仁 赤城GC　C 髙橋　義章 白水 B 高井　良樹 赤城GC　C 須永　秀治 白水 B

13 8:24 関根　晃 白水 B 大塚　隆平 赤城GC　C 茂木　正道 白水 B 塩野　滋利 赤城GC　C

14 8:31 斉藤　康弘 赤城GC　D 畔見　茂雄 白水 C 南雲　和好 赤城GC　D 西澤　安雄 白水 C

15 8:38 西澤　みち子 白水 C 須藤　俊一 赤城GC　D 小澤　孝子 白水 C 木暮　光司 赤城GC　D

16 8:45 福原　千波 伊香保国際C 金子　侑司 前橋 吉澤　伊久江 伊香保国際C 茂木　一 前橋

17 8:52 宮崎　泰郎 前橋 木暮　一義 伊香保国際C 飯塚　春吉 前橋 松村　啓一 伊香保国際C

18 8:59 齋藤　万知子 伊香保国際D 髙橋　広子 草津C 宮﨑　貴美子 伊香保国際D 滝沢　美津子 草津C

19 9:06 田村　恵 草津C 森田　弘子 伊香保国際D 寺島　好子 草津C 町田　里枝 伊香保国際D

20 9:13 関　　　泉 草津Ｄ 田中　正人 ｸﾞﾘｰﾝP E 関　ゆきえ 草津Ｄ 須田　章 ｸﾞﾘｰﾝP E

21 9:20 小川　則雄 ｸﾞﾘｰﾝP E 田村　　茂 草津Ｄ 田中　由夫 ｸﾞﾘｰﾝP E 田村　澄江 草津Ｄ

22 9:27 馬場 百合子 ｸﾞﾘｰﾝP F 入澤　信夫 プレジデントA 大嶋 ますみ ｸﾞﾘｰﾝP F 下田　　栄 プレジデントA

23 9:34 前田　勝義 プレジデントA 福田　恵子 ｸﾞﾘｰﾝP F 桐渕　始春 プレジデントA 武笠　浩子 ｸﾞﾘｰﾝP F

24 9:41

（INコース） スタート  新ペリアの部

NO 時間

1 7:00 田子　正剛 初穂F 加藤　裕 ﾉｰｻﾞﾝ赤城A 田子 とみ江 初穂F 山﨑　晃 ﾉｰｻﾞﾝ赤城A

2 7:07 西濱　健市 ﾉｰｻﾞﾝ赤城A 岩﨑　よしみ 初穂F 田中　義男 ﾉｰｻﾞﾝ赤城A 森田　もとみ 初穂F

3 7:14 庄司　十志夫 初穂G 近藤　清臣 ﾉｰｻﾞﾝ赤城B 関　初男 初穂G 近藤　陽子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城B

4 7:21 渡辺　俊治 ﾉｰｻﾞﾝ赤城B 小林　正雄 初穂G 岩崎　俊夫 ﾉｰｻﾞﾝ赤城B 宮田　敏 初穂G

5 7:28 小野寺 高夫 初穂H 亀井　忠 ﾉｰｻﾞﾝ赤城C 梅澤　久雄 初穂H 亀井　マサ子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城C

6 7:35 原　　葵 ﾉｰｻﾞﾝ赤城C 横坂　　明 初穂H 佐藤　宗夫 ﾉｰｻﾞﾝ赤城C 林　　孝志 初穂H

7 7:42 中村　聖晴 初穂I 須藤　和義 ﾉｰｻﾞﾝ赤城D 堤　秀男 初穂I 中島　俊幸 ﾉｰｻﾞﾝ赤城D

8 7:49 今泉　三郎 ﾉｰｻﾞﾝ赤城D 為野　伸祐 初穂I 南雲　東 ﾉｰｻﾞﾝ赤城D 岩﨑　守 初穂I

9 7:56 小菅　育夫 初穂J 川田　康夫 ﾉｰｻﾞﾝ赤城E 小坂　一平 初穂J 新井　正道 ﾉｰｻﾞﾝ赤城E

10 8:03 由村　政憲 ﾉｰｻﾞﾝ赤城E 吉野　弘幸 初穂J 川田　愛子 ﾉｰｻﾞﾝ赤城E 鷹箸　努 初穂J

11 8:10 加藤　英子 初穂K 田子　和夫 ﾉｰｻﾞﾝ赤城F 山口　喜久江 初穂K 諸田　和幸 ﾉｰｻﾞﾝ赤城F

12 8:17 都丸　建 ﾉｰｻﾞﾝ赤城F 位下　和子 初穂K 狩野　保明 ﾉｰｻﾞﾝ赤城F 峯川　香津子 初穂K

13 8:24 高井　勇次 高山B 松本　邦夫 赤城国際A 岡部　清 高山B 都丸　和俊 赤城国際A

14 8:31 越石　信次 赤城国際A 角田　誠 高山B 小林　洋 赤城国際A 吉野　恵一郎 高山B

15 8:38 林　　栄 高山C 高山　祐一 赤城国際B 堤　一良 高山C 福島　英人 赤城国際B

16 8:45 福島　和美 赤城国際B 兵藤　廣明 高山C 五十嵐　誠 赤城国際B 沢浦　伊十郎 高山C

17 8:52 村上　裕一 赤城国際C 新井　壽 鳳凰 大木　孝之 赤城国際C 青山　正美 鳳凰

18 8:59 河内　孝 鳳凰 大崎　聡 赤城国際C 坂本　登喜男 鳳凰 狩野　博幸 赤城国際C

19 9:06 樋口　俊之 髙梨子E 岡野　明 甘楽 富田　好治 髙梨子E 岩崎　一彦 甘楽

20 9:13 大野　彦太郎 甘楽 中山　政育 髙梨子E 飯島　信幸 甘楽 篠原　千里 髙梨子E

21 9:20 八巻　正 軽井沢高原 萩原　秀之 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞB 井口　保 軽井沢高原 川端　義明 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞB

22 9:27 神林　加津子 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞB 小曽根　守 メイレイクC 大野　惠美子 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞB 井上　輝雄 メイレイクC

23 9:34 斉藤　國人 メイレイクC 須田　政男 初穂L 荒川　信彦 メイレイクC 山口　正二 初穂L

24 9:41 小林　健三 初穂L 飯塚　實 軽井沢高原 森　隆 初穂L 松村　敏之 軽井沢高原

主催：群馬県ゴルフ協会
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