
赤城ゴルフ倶楽部

スーパーシニア：6,312ｙａｒｄｓ/Ｐａｒ72

シニア：6,931ｙａｒｄｓ/Ｐａｒ72

ＯＵＴ（NO.1）スーパーシニア ＩＮ（NO.10）スーパーシニア シニア

№ TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア № TIME 歳 所属 スコア

藤田　裕 68 フリー 0 大島　靖生 50 大島電氣工事 -6 0 菊一　利彦 71 フリー 0 飯合　肇 66 国際スポーツ振興協会 -5

小島　昇 68 武蔵野ＧＣ 0 髙見　和宏 60 フリー -6 0 小川　清二 77 琵琶池ＧＣ +1 早野　健 55 フリー -5

野口裕樹夫 70 国際スポーツ振興協会 0 鹿志村光一 51 Ｋ’ｓ　ＧＯＬＦ　ＬＯＵＮＧＥ -6 0 武井　泰道 69 フリー +1 白浜　育男 61 ＲｏｍａＲｏ -5

秋富由利夫 69 フリー 0 山﨑　正弘 50 ウッディＧスクエア -6 0 今村　実 70 川名Ｇパーク +1 宮垣　健司 51 ＫＣＳ -5

西川　貴祥 71 阪奈ＣＣ -1 秋葉　真一 55 関文グループ -7 0 藤間　達雄 71 沼津ＧＣ +2 中山　正芳 52 フリー -5

堀口　渡 74 高梨子倶楽部 -1 加瀬　秀樹 60 フリー -7 0 古市　忠夫 79 大神戸ＧＣ +2 原川　光則 51 雅商運 -4

矢部　昭 74 フリー -1 深堀圭一郎 51 ラテール・エンタプライズ -7 0 市川　信行 76 フリー +3 杉山　直也 52 メナードＣＣ -4

文山　義夫 70 柏井Ｇセンター -2 岡茂　洋雄 51 鷹の巣ＧＣ -7 0 並木　俊明 71 フリー +3 芹澤　大介 55 成田ヒルズＣＣ -4

三澤　利行 70 フリー -2 芹澤　信雄 60 ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ -7 0 曽根　保夫 70 枚方ＣＣ +3 清水　信行 52 ゴールド栃木プレジデントＣＣ -4

中村　忠夫 73 金沢ＣＣ -2 真板　潔 60 フリー -7 0 川上　実 71 Ｋ．Ｇ．Ｓ +3 手嶋　多一 51 ミズノ -4

海老原清治 71 我孫子ＧＣ -3 倉本　昌弘 64 フリー -7 0 阿久澤保弘 67 フリー +3 小溝　髙夫 58 九州樹脂工業 -4

青木　基正 70 フリー -3 伊澤　利光 52 フリー -7 0 ドラゴン瀧 69 Ｏｕｔｉｎ +4 髙木　克仁 57 国際スポーツ振興協会 -4

竹下　忠直 69 ヴィンテージ倶楽部 -3 廣田　恭司 54 フリー -8 0 長田　力 67 ＧＯＧ +4 渡邊　達 54 アーリーバードＧＣ -4

福沢　孝秋 67 諏訪湖ＣＣ -4 山添　昌良 52 シーミュージック -8 0 高野　誠 73 プロショップ・タカノ +5 溝口　英二 55 フリー -4

金子　時男 68 フタバＧガーデン -4 河村　雅之 53 安芸ＣＣ -8 0 池ノ谷信行 72 フリー +7 堤　隆志 57 フリー -4

初見　充宣 67 立科ＧＣ -5 柳沢　伸祐 54 アビバＨＤ -8 0 中島　秀徳 67 越生ＧＣ +8 大山　健 56 フリー -4

横島　由一 68 フリー -5 福永　和宏 51 フリー -9 ★ 半田　晴久 0 国際スポーツ振興協会 +13 立山　光広 51 ファーストハウジング -4

谷中　宏至 72 高松グランドＣＣ -5 鴨林　猛徳 55 札幌南ＧＣ駒丘Ｃ -9 0 青木　民也 72 草津ＣＣ +1 上出　裕也 55 創生 -4

平野　浩作 68 白岡スポーツセンター -5 小山内　護 50 フリー -9 0 寄川　宏 73 鹿野山ＧＣ 0 小野寺　誠 50 フリー -4

佐野　修一 72 レイケン -6 崎山　武志 57 アビバＨＤ -10 0 中山　徹 74 国際スポーツ振興協会 +2

加藤　仁 60 国際スポーツ振興協会 -10

白潟　英純 53 九州ＧＣ　八幡Ｃ -5 岡地　直紀 50 ハイランドセンター -10 ※この組合せは欠場者があった場合、変更することがあります。

久保　勝美 57 高根ＣＣ -5 塚田　好宣 50 フリー -10

山本　昭一 56 養老ＣＣ -5 寺西　明 54 安原ＨＤ -11 競技管理委員会

小島　正典 53 春日部西口Ｇセンター -5 室田　淳 65 長寿の里 -11

桑原　将一 51 フリー -5 日下部光隆 51 フリー -11

飯塚信太郎 53 ＣＰＧ　ＣＣ -5 渡辺　司 63 セガサミーＨＤ -14

篠崎　紀夫 50 北谷津Ｇガーデン -5 鈴木　亨 54 ミズノ -15

水巻　善典 61 鳴尾ＧＣ -6

田村　尚之 56 ダイクレ -6

清水　洋一 57 フリー -6

南崎　次郎 50 きみさらずＧＬ -6

東　　聡 59 フリー -6
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