
.

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 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

草野 広宗 小澤 保 竹口 雅之 有川 竜次 長野 智之 日比野 義光 梶原 祐司 鈴木 孝二

古河 妻沼 朝霞ＰＧ 前橋 古河 朝霞ＰＧ 前橋 初穂

翁長 学 進藤 祥史 大久保 学 大塚 進 大森 豊 紅谷 登 堂免 雄太 金井 隆

朝霞ＰＧ ＪＧＭ宇都宮 紫あやめ36 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 妻沼 ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 朝霞ＰＧ

川崎 英明 竹平 卓生 齋藤 勇二 奥村 俊之 鈴関 純樹 吉間 浩司 高萩 茂 平岩 義範

ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 古河 新玉村 妻沼 初穂 ｳｨﾝｻﾞｰ 朝霞ＰＧ

伊藤 耕治 池田 武志 稲波 勇茂 渡辺 勇一 加藤 洋 廣田 将長 村田 誠 百田 桂一

紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 古河 新玉村 紫あやめ36 朝霞ＰＧ ＪＧＭ宇都宮

渡辺 伸一 松井 孝夫 相澤 久之 鈴木 雅弘 成田 寿郎 白石 晃 町田 真二 村山 嘉彦

妻沼 朝霞ＰＧ 唐沢ＧＣ三好 紫あやめ36 ｳｨｰｺﾞ 紫あやめ36 新玉村 朝霞ＰＧ

中島 智明 冨永 政雄 齊藤 剛 日向 敏之 村川 幸謙 長谷 優行 冨士 正和 中島 慶之

紫あやめ36 朝霞ＰＧ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 霞南 朝霞ＰＧ 妻沼 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 霞南

大久保 訓 坪井 大 池田 和史 一場 政幸 片宗 禎弘 安本 龍司 木村 浩貴 寺坂 周泰

紫あやめ36 妻沼 新玉村 朝霞ＰＧ 霞南 朝霞ＰＧ 初穂 妻沼

安里 明 瀬戸口 雅昭 斉藤 孝則 金田 茂雄 松村 秀郎 馬場 智也 勝田 兵吉 坂本 健二

朝霞ＰＧ 紫あやめ36 新玉村 朝霞ＰＧ ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 妻沼

岩垂 一博 砂塚 亘 草間 匠 白金 満明 奈良 勝重 大崎 秀往 丸山 武志 松田 聖志

朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 紫あやめ36 初穂 ｳｨﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

山崎 誠司 田嶋 久敬 菊地 一郎 小島 朝樹 金田 崇宏 今泉 英一 風間 栄治 植竹 大

朝霞ＰＧ 古河 那須野ヶ原 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 妻沼 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ

斎藤 芳夫 児玉 隼太 日置 一 小島 孝之 石井 一久 栗原 正治 鈴木 茂 後藤 一幸

朝霞ＰＧ 古河 ｳｨﾝｻﾞｰ 那須野ヶ原 ＪＧＭ宇都宮 妻沼 霞南 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

木村 慎 式田 美樹 仲田 雅信 高木 広宣 柴崎 哲也 金井 伸一 丸山 文雄 宮川 昌治

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞ＰＧ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 古河 妻沼 ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 三井の森 ｳｨﾝｻﾞｰ

富田 実 関口 真 福本 祐一 松本 真輔 奥山 昌宏 入江 健太郎 小林 功 今井 佳

ﾊｰﾓﾆｰ 朝霞ＰＧ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰ ｳｨﾝｻﾞｰ ＪＧＭ宇都宮 妻沼 那須野ヶ原

磯崎 全良 高橋 和人 笹原 康司 荒井 眞一 大亀 淳 大谷 五一郎 落合 太郎 滝沢 勲

朝霞ＰＧ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ 那須野ヶ原 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ36

北島 雅彦 山田 繁人 佐々木 康介 後藤 哲二 辺土名 芳彦 小林 宏閣 山口 哲央 遠藤 寛仁

ｳｨﾝｻﾞｰ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ36 妻沼 紫あやめ36 ｳｨｰｺﾞ 新玉村 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

鈴木 泰二郎 藤岡 直路 羽石 有宜 佐藤 英樹 関口 宗孝 岡本 浩司 石塚 隆二 石井 豊
ｼｰﾄﾞ･ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 朝霞ＰＧ 妻沼 古河 新玉村 ｳｨﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 霞南

塩田 一史 大貫 大輔 小山 宏充 藤本 和大 浅野 隆 大野 哲也 山内 一範 恒松 和仁
ｼｰﾄﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘ久慈 朝霞ＰＧ ｳｨｰｺﾞ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 霞南 唐沢ＧＣ三好 三井の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部

村田 全功 阿部 烈 染谷 栄 中山 和成 和田 龍太 俵 聖徳 告 竜也 川口 智宏

ｳｨﾝｻﾞｰ 紫あやめ36 古河 古河 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰ ＪＧＭ宇都宮

横須賀 可典 市村 崇 中川 広之 加藤 正幸 小川 恭伸 髙野 晃吉 舟橋 史郎 金子 雄一

那須野ヶ原 ﾊｰﾓﾆｰ 古河 朝霞ＰＧ 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 三井の森

弦巻 淳一 君島 勇人 馬場 克尚 磯田 真佐司 篠原 裕明 衣笠 洋司 池田 武史 本田 彰宏

古河 那須野ヶ原 朝霞ＰＧ 妻沼 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ＪＧＭ宇都宮 三井の森 新玉村

山川 忠男 中山 洋次 竹内 貴広 田村 直樹 平山 英雄 河野 幸久 杉山 孝之 内田 裕

ﾊｰﾓﾆｰ 前橋 古河 ﾊｰﾓﾆｰ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ＪＧＭ宇都宮 唐沢ＧＣ三好 三井の森

崔 洋国 深井 岳仁 高橋 勝利 弘光 利之 長町 誠 友水 基幸 冨澤 和年 立花 吉隆

朝霞ＰＧ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 古河 ｳｨﾝｻﾞｰ ＪＧＭ宇都宮 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ｳｨｰｺﾞ 唐沢ＧＣ三好

鎌滝 順久 山本 靖 稲沢 宏之 木村 正宏 田村 嘉宏 鈴木 翔 橋本 周巳 牧長 一喜

紫あやめ36 朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ＪＧＭ宇都宮 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 新玉村 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部

全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権　東日本B地区決勝
開催コース：JGM宇都宮ゴルフクラブ 2018年7月25日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

2 7:08 2 7:08

3 7:16 3 7:16

4 7:24 4 7:24

5 7:32 5 7:32

6 7:40 6 7:40

7 7:48 7 7:48

8 7:56 8 7:56

9 8:04 9 8:04

10 8:12 10 8:12

11 8:20 11 8:20

12 8:28 12 8:28

13 8:36 13 8:36

14 8:44 14 8:44

15 8:52 15 8:52

16 9:00 16 9:00

17 9:08 17 9:08

18 9:16 18 9:16

19 9:24 19 9:24

20 9:32 20 9:32

23 9:56 23 9:56

参加人数：184人

21 9:40 21 9:40

22 9:48 22 9:48


