
　　　第9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

『 OUTスタート 』

ＮＯ 　時刻 チーム名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

1 7:00 妙義Ａ 伊藤　俊裕 内山　光一 佐藤　勇二 武藤　尚男

2 7:07 梅ノ郷A 佐藤　省吾 栗原　　隆 小林　順一 小井戸 康行

3 7:14 玉村Ａ 眞崎　謙治 貫井　康夫 飯塚　治司 阿部　　康

4 7:21 プレジデントA 浅井　政彦 望月　喜太郎 土屋　春男 勝又　輝雄

5 7:28 草津Ａ 大和田 康夫 滝沢　信夫 小渕　圭樹 松本　今朝明

6 7:35 高山Ａ 斉藤　義春 髙橋　　潔 福田　正行 金井　正幸

7 7:42 草津B 陶　章司 菱沼　省三 山本　政春 佐藤　勉

8 7:49

9 7:56 グリーンパークＡ 馬場 百合子 大嶋 ますみ 湯浅　あき子 伊勢塚　恵美子

10 8:03 JGMベルエアＡ 岩﨑　定男 徳井　俊夫 後閑　英孝 武井　正彦

11 8:10 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞＡ 神林　加津子 大野　惠美子 川端　義明 萩原　秀之

12 8:17 グリーンパークＢ 田中　正人 弦弓　守男 大庭　敏夫 小川　則雄

13 8:24 JGMベルエアＢ 松村 はるみ 市川　敏子 岩崎　知彦 上　　正則

14 8:31 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞＢ 青木　忠雄 並木　孝之 桐生　　勝 茂木　　修

15 8:38 グリーンパークＣ 千明　義勝 瀬間　　昇 西川　幸也 八木　　清

16 8:45 新玉村 橋本　隆 橋本　美幸 十河　英夫 十河 むつ子

17 8:52 鳳凰Ａ 新井　　壽 青山　正美 大島　　豊 河内　　孝

18 8:59 グリーンパークD 笠原　一郎 小板橋　茂 佐藤　　保 齋藤　日出男

19 9:06 甘楽Ａ 岡野　　明 岩崎　一彦 栁澤　勝美 吉田　　篤

20 9:13 草津Ｃ 関　　　泉 関　ゆきえ 田村　　茂 田村　澄江

21 9:20 ツインレイクスＡ 古井戸　繁 西　    克 平野　善幸 高橋　　徹

22 9:27 白水Ａ 倉林　修司 田島　直樹 小林　義典 吉田　英一

23 9:34 草津Ｄ 庄田　雅恵 西村　香世子 吉岡　勝広 菱沼　みどり

24 9:41 ﾉｰｻﾞﾝ赤城 大島　茂利 武山　秀樹 福島　達典 田嶋　　淳

25 9:48

『 Ｉ　Ｎスタート 』

ＮＯ 　時刻 チーム名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

1 7:00 妙義Ｂ 入山　正男 上野　和夫 横田　利幸 杉田　勝彦

2 7:07 富岡ゴルフ 奥田　秀敏 斉藤　孝夫 片桐　忠夫 眞塩　和夫

3 7:14 サンコー72Ａ 堀口　　哲 小野里 篤雄 菊地 喜久雄 唐澤　弘之

4 7:21 妙義Ｃ 佐藤　周次 神宮　裕一 渡部　靖夫 塩原　彦成

5 7:28 甘楽B 髙田　公夫 池田　　稔 田辺　美恵子 岡崎　　繁

6 7:35 サンコー72Ｂ 冨所　　勉 佐藤　和治 飯島 貴久雄 岡野　有司

7 7:42 妙義Ｄ 仲鉢　隆次 岡野　則行 松本　　隆 山田　典広

8 7:49 サンコー72Ｃ 増茂　貞男 増茂 ケイ子 滝川　　清 滝川　利江

9 7:56 藤岡Ａ 髙橋　　誠 田中　千秋 鈴木　　学 牛之濱 純俊

10 8:03 サンコー72Ｄ 松倉　克巳 高橋　功雄 吉田　一男 栁澤　郁夫

11 8:10 メイレイクヒルズ 小曽根　守 斉藤　國人 寺岡　由則 川出　公一

12 8:17 髙梨子Ａ 新井　敏正 河井　　正 森田　　実 渡辺　一郎

13 8:24 上武Ａ 吉田　京子 四方田　亨 長屋　登志子 木下　久子

14 8:31 霞山Ａ 鈴木　和明 坂上　隆夫 松村　　譲 高田　正明

15 8:38 髙梨子Ｂ 西本　　悟 大山　謹司 加藤　敏雄 唐沢　　進

16 8:45 霞山Ｂ 関川　美紀夫 関川　理恵子 間田　良一 井關　則武

17 8:52 嬬恋高原A 重田　正春 佐藤 重太郎 黒岩　　孟 黒岩　利明

18 8:59 高山Ｂ 都丸　　勲 関口　省造 高橋　　誠 温井　　努

19 9:06 プレジデントB 柳沢　利夫 二川　宗一 窪田　春夫 倉澤　健司

20 9:13 初穂Ａ 小野寺 高夫 梅澤　久雄 横坂　　明 林　　孝志

21 9:20 嬬恋高原B 石塚　建久 高見澤 芳男 高橋　一利 小山　利彦

22 9:27 プレジデントC 入澤　信夫 前田　勝義 桐渕　始春 下田　　栄

23 9:34 初穂Ｂ 田子　正剛 田子 とみ江 春山　泰夫 樋口　隆夫

24 9:41

25 9:48

○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

開催日：令和3年6月11日（金） 妙義カントリークラブ
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