
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名
時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85
ﾓﾛﾎｼ　ﾕｷﾏｻ ﾊﾔｼ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｶﾅｲ　ｼﾝｲﾁ ｽｽﾞｷ　ﾄｵﾙ ﾌｼﾞﾉ　ｷﾐﾉﾘ ﾐﾉﾜ　ｽｽﾑ ｵﾉｳｴ　ﾋﾛﾊﾙ ﾊｷﾞﾉ　ﾏｻﾉﾌﾞ
諸星 幸政 林 信行 金井 伸一 鈴木 亨 藤野 公訓 箕輪 進 尾上 博治 萩野 将信
富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 朝霞 ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 八千代 富士GC よみうりGC 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森
1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85
ｲﾁｶﾜ　ｶｽﾞﾖｼ ｲﾁｶﾜ　ﾀｶｵ ﾄﾋﾞﾀ　ﾔｽﾋﾛ ｶﾅﾔ　ﾏｻｷ ﾔﾏｻﾞｷ　ｶﾂﾐ ｻｲﾄｳ　ﾃﾂｵ ｴﾉﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾕｷ
市川 和義 市川 隆夫 飛田 康弘 金谷 昌樹 山崎 克己 齊藤 哲郎 榎本 盛 渡辺 和行
古河GL 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 妻沼 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ よみうりGC ﾃﾞｲｽﾀｰ 八千代
1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86
ｸﾘﾊﾗ　ｹﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ　ﾄｳｲﾁ ﾜｼﾉｽ　ﾐﾂﾙ ﾊﾔｼ　ﾔｽﾋﾛ ｻｲﾄｳ　ﾄｼﾕｷ ｳｼｼﾞﾏ　ﾏｻｱｷ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻｼ ｻｺ　ｶｽﾞﾕｷ
栗原 建二 鈴木 東一 鷲野巣 三鶴 林 靖浩 斉藤 利幸 牛嶋 雅昭 安藤 正志 迫 一行
八千代 市原GC ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 昭和の森 君津香木原 古河GL 千葉よみうり 古河GL
1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86
ﾀｼﾞﾏ　ﾋﾛｱｷ ｿﾈ　ﾐﾂﾔ ﾋｸﾞﾁ　ﾕｷｵ ｷﾀ　ﾀｶﾖｼ ﾄｸﾀｹ　ﾏｻｱｷ ｺﾀﾞｲﾗ　ﾋﾛﾐﾂ ﾅｶﾑﾗ　ｻﾄｼ ﾓﾁﾂﾞｷ　ｵｻﾑ
田島 宏昭 曽根 満也 樋口 幸雄 北 孝好 徳嶽 政暁 小平 浩光 中村 恵 望月 修
八千代 古河GL 霞南 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 紫あやめ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 富士GC
1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86
ﾊﾔｾ　ﾀﾀﾞｵ ﾅｶｼﾏ　ﾋﾄﾐ ｵｸﾞﾗ　ﾕｷｵ ﾖｺｼﾏ　ｶﾂｲﾁ ﾅﾘﾀ　ﾏｻﾋｻ ｴﾝﾄﾞｳ　ｼﾝｲﾁ ｲﾊﾗ　ｵｻﾑ ﾔﾏﾓﾄ　ﾃﾂﾔ
早瀬 忠男 中島 仁三 小倉 幸雄 横島 勝一 成田 正久 遠藤 伸一 伊原 修 山本 哲也
下館 千葉よみうり 新君津BG 妻沼 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 市原GC 霞南 八千代
1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88
ｻﾄｳ　ﾊﾙﾂｸﾞ ﾐｳﾗ　ﾏｻﾋﾛ ｸﾄﾞｳ　ｶｵﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾂﾔ ｺﾏﾂ　ｺｳｲﾁ ﾋﾛｾ　ﾃﾙﾔｽ ﾖｺﾀ　ﾏｻｶｽﾞ ｽｶﾞﾇﾏ　ﾋﾃﾞｱｷ
佐藤 治嗣 三浦 正博 工藤 薫 渡邊 哲也 小松 宏一 廣瀬 照康 横田 雅一 菅沼 秀明
八千代 紫あやめ 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森 紫あやめ 前橋 千葉よみうり
1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89
ﾁｮｯｷ　ﾋﾛｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼﾀｶ ﾅｶﾞｴ　ﾕｷｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻｼ ﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾋﾛ ﾌﾙﾔﾏ　ｶﾂﾋｺ ﾂﾙｵｶ　ﾄﾒｶﾂ ﾊｼﾓﾄ　ﾋﾛｼ
一寸木 廣志 渡辺 良隆 長江 幸夫 小林 正志 田辺 政博 古山 勝彦 鶴岡 留勝 橋本 廣志
富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 千葉よみうり 昭和の森 妻沼 霞南 朝霞 市原GC 君津香木原
1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89
ﾉｻﾞｷ　ﾄｼﾕｷ ｻﾄｳ　ﾊﾙｶｽﾞ ｶﾄｳ　ｼﾝｲﾁ ｶﾐﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ ｻｶﾓﾄ　ｹｲｲﾁ ｱｵｷ　ﾖｼﾋﾛ ﾓﾘ　ﾏｻﾄ ﾏﾂﾓﾄ　ﾂﾖｼ
野﨑 寿之 佐藤 春和 加藤 信一 上村 広行 坂本 桂一 青木 克浩 森 正人 松本 剛
昭和の森 紫あやめ 昭和の森 前橋 八千代 市原GC 市原GC ﾑｰﾝﾚｲｸ市原
1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90
ｸｼﾞﾗｲ　ｱｷﾗ ｲﾄｳ　ﾃﾂﾋｺ ﾀﾏｷ　ﾄｼﾐﾂ ｺﾞﾄｳ　ﾐﾂﾕｷ ﾔｻﾞﾜ　ﾖｼｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾋｶﾜ　ﾏｻﾐ ﾐﾔﾀ　ﾋﾛﾄ
鯨井 章 伊藤 哲彦 玉置 敏光 後藤 光行 矢澤 好夫 渡辺 一広 樋川 雅美 宮田 広人
紫あやめ よみうりGC 紫あやめ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 朝霞
1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91
ｱﾀﾞﾁ　ｼｭｳｼﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ　ｹｲｼﾞ ｾﾞﾝﾎﾟｳ　ｺｳｼﾞ ｳﾁﾀﾞ　ﾕﾀｶ ﾆﾀ　ｹｲ ｵｵｶﾝﾀﾞ　ﾐﾂﾙ ｷﾑﾗ　ｱｷﾗ ﾀｶｷﾞ　ﾕｷﾏｻ
安達 修二 望月 敬次 善方 幸次 内田 裕 仁田 敬 大神田 充 木村 明 髙木 遵正
八千代 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 八千代 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 昭和の森 下館 朝霞
1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 94
ｸﾛﾀﾞ　ﾊｼﾞﾒ ｼﾉﾀﾞ　ﾋｻｵ ｲｼﾊﾗ　ﾐﾂﾋﾛ ｴﾋﾞﾅ　ﾃﾙｵ ｵｶﾞﾜ　ｶｽﾞﾋｺ ｻﾄｳ　ﾌｻｵ ﾀｶﾊﾀ　ﾅｵﾔｽ ｽﾀﾞ　ｴｲｲﾁ
黒田 一 篠田 久夫 石原 光浩 蛯名 輝男 小川 一彦 佐藤 房夫 高畑 尚康 須田 英一
八千代 古河GL 千葉よみうり 富士GC 下館 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 八千代 新君津BG
1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 98 1日目ｽｺｱ 99
ﾓﾘﾓﾄ　ﾏﾓﾙ ﾔﾏｶﾜ　ﾀﾀﾞｵ ﾅｶﾉ　ﾏｻﾌﾐ ﾔﾏﾓﾄ　ﾔｽｼ ﾎﾘ　ｼｽﾞｵ ｵｵｾﾞｷ　ﾀｶｼ ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾖｼﾋﾛ ﾏﾁﾀﾞ　ﾋﾛｼ
森本 守 山川 忠男 中野 雅文 山本 靖 堀 静男 大関 孝 米沢 義博 町田 洋
富士GC ＪＧＭ宇都宮 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 朝霞 ﾃﾞｲｽﾀｰ 霞南 朝霞 妻沼
1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 95
ﾖﾈｶﾜ　ﾋﾛﾐﾂ ﾃﾗﾓﾄ　ﾐﾂﾋｻ ｻｲﾄｳ　ｷﾖｶｽﾞ ｱｽﾞﾏ　ｺｳｼﾞ ｱｻﾉ　ﾄｼﾋﾛ ﾜｲｽﾞﾐ　ﾉﾌﾞｼﾛｳ ｲｲﾇﾏ　ﾄﾐﾛｳ ﾀｶﾀﾞ　ｲｻｵ
米川 博光 寺本 貢尚 斉藤 清和 東 幸司 浅野 敏広 和泉 信四郎 飯沼 冨郎 髙田 勲
ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森 昭和の森 八千代 古河GL 朝霞
1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87
ﾏﾂﾓﾄ　ﾏｻﾕｷ ﾄｸﾔﾏ　ﾏｻﾐﾁ ｸﾏｶﾞｲ　ｲｻｵ ｺｶﾞﾜ　ｺｳｿﾞｳ ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾏｺﾄ ﾇﾏﾀ　ｷﾝｼﾞ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾋｻｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼﾃﾙ
松本 正之 徳山 正道 熊谷 勇夫 古川 孝蔵 本城 誠 沼田 均二 長嶋 久夫 渡辺 義輝
富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 八千代 千葉よみうり 朝霞 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 霞南 市原GC 朝霞
1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 85 1日目ｽｺｱ 85
ﾔﾅｲ　ﾐﾁｵ ｼﾑﾗ　ｺｳｲﾁ ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾀﾞｼ ｻﾄｳ　ﾌﾐｱｷ ｴｸﾞﾁ　ﾌﾐﾊﾙ ｻﾄｳ　ﾐﾂﾙ ｵｶﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾐﾉﾙ
谷内 三千夫 志村 幸一 吉田 忠史 佐藤 文明 江口 文朗 佐藤 充 岡田 修二 中川 實
よみうりGC 富士GC 妻沼 朝霞 昭和の森 千葉よみうり よみうりGC ﾑｰﾝﾚｲｸ市原
1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 84 1日目ｽｺｱ 84
ｲﾜｲ　ｼｮｳｲﾁ ｻｲﾄｳ　ﾐﾉﾙ ｾｷｸﾞﾁ　ﾏｻﾖｼ ﾄｸｾ　ﾀﾀﾞｼ ｵﾉ　ｽｽﾑ ｲｿｻﾞｷ　ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾉ　ｻﾀﾞﾖｼ ｲｹﾓﾄ　ｱｷﾌﾐ
岩井 正一 斉藤 実 関口 正喜 徳世 忠司 小野 進 磯崎 全良 中野 貞宜 池本 昭文
八千代 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 朝霞 富士GC ＪＧＭ宇都宮 朝霞 東我孫子 昭和の森
1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 81 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82 1日目ｽｺｱ 82
ｲﾁﾊﾗ　ｶｽﾞﾐ ｵｵｳﾁﾀﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ ｷﾇｶﾞｻ　ﾖｳｼﾞ ﾐｽﾞﾉﾔ　ｱｷﾗ ｺｼｲｼ　ﾀﾀﾞｼ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾄｼｵ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾃﾞｵ ﾊｼﾓﾄ　ﾋﾃﾞｷ
市原 和実 大内田慎一郎 衣笠 洋司 水野谷 章 輿石 正 永嶋 敏夫 山﨑 英雄 橋本 秀毅
紫あやめ 東我孫子 ｼｰﾄﾞ･霞南 朝霞 市原GC 八千代 朝霞 千葉よみうり
1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 81
ﾀｶﾊｼ　ｱｷﾋｺ ｶﾝﾀﾞ　ﾖｼﾉﾘ ｶﾀｵｶ　ﾋﾛﾕｷ ｷｸﾁ　ｾﾞﾝｼﾞ ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾏｻｵ ﾐﾔﾓﾄ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲﾄｳ　ﾏｻﾕｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾀｹｵ
高橋 明彦 神田 良則 片岡 弘幸 菊池 善次 冨永 正夫 宮本 信行 伊藤 正幸 吉田 武夫
千葉よみうり ＪＧＭ宇都宮 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 紫あやめ 紫あやめ
1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79 1日目ｽｺｱ 79
ﾊﾄﾘ　ｹﾝｼﾞ ﾓﾘｼﾞﾘ　ｱｷﾋｺ ｶﾄｳ　ﾐﾁﾊﾙ ﾊﾔｼ　ｹｲｲﾁ ﾅﾗ　ﾁﾐｵ ｷﾀﾊﾗ　ﾋﾛｼ ﾐﾂﾂﾞｶ　ﾀﾈｷ ﾔﾏﾈ　ﾔｽｱｷ
羽鳥 賢次 森尻 昭彦 加藤 道春 林 恵一 奈良 知美雄 北原 弘 三塚 胤紀 山根 康昭
ｼｰﾄﾞ･昭和の森 妻沼 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 八千代 妻沼 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 紫あやめ 昭和の森
1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 78 1日目ｽｺｱ 79
ﾅﾗ　ｶﾂｼｹﾞ ﾂﾙﾏﾁ　ｶｽﾞﾋｻ ｲｼﾀﾞ　ﾃﾂｼﾞﾛｳ ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳｼﾞ ｷｸﾁ　ﾏｻｵ ﾅｶﾑﾗ　ｹﾞﾝｼﾞ ﾏﾁﾀﾞ　ﾓﾄｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
奈良 勝重 鶴町 和久 石田 哲次郎 前田 裕司 菊地 政雄 中村 源治 町田 元一 山本 順平
紫あやめ 八千代 八千代 ﾃﾞｲｽﾀｰ 朝霞 ＪＧＭ宇都宮 八千代 昭和の森
1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 77 1日目ｽｺｱ 77
ﾀﾏｷ　ﾐﾉﾙ ｾｷﾊｼ　ｺｳｲﾁ ｼﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳｼﾞ ｼﾞﾝ　ﾖｳｼﾞ ﾀﾜﾗ　ﾏｻﾉﾘ ﾆｼﾔﾏ　ﾔｽﾋｺ ｺｲｹ　ﾀｹﾋｻ ﾉﾅｶ　ｵｻﾑ
玉置 実 關橋 光一 進藤 祥史 神 羊二 俵 聖徳 西山 靖彦 小池 健久 野中 攻
東我孫子 ｼｰﾄﾞ･富士GC 八千代 ｼｰﾄﾞ･昭和の森 富士箱根 八千代 富士GC 紫あやめ

参加人数：168人

全日本グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 東日本地区決勝
開催コース：八千代ゴルフクラブ 2018年5月18日(金)

OUT IN

組 組

1 7:00 22 7:00

2 7:09 23 7:09

3 7:18 24 7:18

4 7:27 25 7:27

5 7:36 26 7:36

6 7:45 27 7:45

7 7:54 28 7:54

8 8:03 29 8:03

9 8:12 30 8:12

10 8:21 31 8:21

11 8:30 32 8:30

12 8:39 33 8:39

13 8:48 34 8:48

14 8:57 35 8:57

15 9:06 36 9:06

16 9:15 37 9:15

18 9:33 39 9:33

17 9:24 38 9:24

41 9:51

19 9:42 40 9:42

全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権 東日本地区決勝

21 10:00 42 10:00

20 9:51


