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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

林 純花 山崎 優 鎮守 愛佳 吉野 早紀 小林 芽衣 小林 夢果 横山 珠々奈 榎本 杏果

ＪＧＭ宇都宮 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 那須野ヶ原 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 那須伊王野CC 那須野ヶ原

鈴木 郁子 小林 彩音 中島 彩乃 松本 菜々子 泉田 琴菜 吉澤 柚月 栗林 夏希 鈴木 夏瑠

那須野ヶ原 三井の森 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 ＪＧＭ宇都宮 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり

佐藤 彩香 南澤 莉佳子 中条 志歩 宇佐美 彩華 川田 くむみ 成田 月奈 大郷 光瑠 長谷川 愛美

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 那須野ヶ原 紫あやめ36 八千代 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ﾑｰﾝ茂原 三井の森 ＪＧＭ宇都宮

嬉野 由 勝見 梓 加園 美波 堀越 心愛 曽雌 ひまり 秋元 彩葉 中澤 凛音 岩谷 咲来

昭和の森 ｼｰﾄﾞ･三井の森軽井沢 昭和の森 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 霞南GC 千葉よみうり 古河ＧＬ 朝霞ＰＧ

神原 沙希 吉津谷 彩香 武田 真幸 六車 日那乃 鈴木 愛佳子 塚田 こと音 馬場 咲希 伊藤 二花

ＪＧＭ宇都宮 那須伊王野CC 昭和の森 朝霞ＰＧ 八千代 千葉よみうり 昭和の森 紫あやめ36

小林 亜美 江原 侑美 半田 真彩 岩井 明愛 石川 涼夏 川畑 優菜 室原 好乃実 上田 澪空

ｼｰﾄﾞ･富士･山中湖 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河ＧＬ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 古河ＧＬ 朝霞ＰＧ 千葉よみうり

Emi Ro 岩井 千怜 早川 夏未 山村 真鈴 石川 茉友夏 桑村 美穂 茶木 詩央 西山 知里

昭和の森 古河ＧＬ 朝霞ＰＧ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり 千葉よみうり 三井の森

山内 鈴奈 伊波川 彩名 飯塚 優衣 廣岡 絵美理 西村 涼花 小俣 柚葉 萩生田みらん 勝田 花菜

千葉よみうり よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 ＪＧＭ宇都宮 朝霞ＰＧ ﾑｰﾝ茂原 昭和の森 昭和の森 朝霞ＰＧ

坂井 留奈 鈴木 優芽 佐久間 朱莉 相場 彩那 坂井 七菜 西脇 真帆 髙田 嘩琳 今井 鮎美

ﾑｰﾝ茂原 朝霞ＰＧ 古河ＧＬ 那須野ヶ原 那須伊王野CC 那須野ヶ原 朝霞ＰＧ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

坂口 瑞菜子 中澤 瑠来 市村 杏 高木 りおん 松岡 華 鈴木 能々子 谷 寧々 藤井 未来

霞南GC 朝霞ＰＧ 三井の森 那須野ヶ原 ﾑｰﾝ茂原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 那須伊王野CC 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

8:20 8:20

伊東 健二 服部 健二 鈴木 由蔵 小西 宗正 小澤 孝 川﨑 雅敏 大熊 眞澄

ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 古河ＧＬ 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 八千代 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり

安田 進 市川 隆夫 中山 利雄 小塚 清 上倉 邦男 鈴木 洋一 関谷 修二

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 朝霞ＰＧ 下館ｺﾞﾙﾌ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 千葉よみうり 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森

関根 晴一 足立 亘正 和泉 信四郎 吉野 明 高田 勲 冨田 昇 安藤 正志 相澤 東

朝霞ＰＧ よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 八千代 千葉よみうり ＪＧＭ宇都宮

戸田 久 菊地 康夫 山崎 英雄 速水 忠保 瀧 正元 薄井 榮次 篠田 優 伊藤 昇

紫あやめ36 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 朝霞ＰＧ 八千代 昭和の森 千葉よみうり 八千代 昭和の森

田中 勇 安藤 堅太郎 齋藤 清伍 田村 英雄 柳川 貢 向井 輝巳 曽根 博

朝霞ＰＧ 紫あやめ36 八千代 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代

磯崎 全良 永嶋 敏夫 中川 實 若菜 茂 山森 恵一 山本 順平 横山 和正

朝霞ＰＧ 八千代 ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 千葉よみうり 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

水田 光介 松崎 仁一 中山 哲夫 髙橋 雄二 上岡 貞夫 矢野 塚春 中根 孝夫 山根 康昭

米原 古河ＧＬ 紫あやめ36 朝霞ＰＧ 昭和の森 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり 昭和の森

9:24 9:24

中村 源治 本城 誠 山田 良 松本 幸雄 田中 二郎 石井 龍男 内村 敏郎 近藤 長久

ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮 下館ｺﾞﾙﾌ よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 昭和の森 八千代 千葉よみうり 昭和の森

見山 寛平 飯野 和彦 君塚 弘樹 梶原 伸城 伊坂 弘道 岩井 康博 酒井 家安 池亀 長生

ＪＧＭ宇都宮 八千代 霞南GC 朝霞ＰＧ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 霞南GC 千葉よみうり 昭和の森

伊藤 正幸 磯 廣 長渕 雄一 西山 靖彦 町田 元一 山本 清 長塚 寛 杉山 利和

ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 千葉よみうり 朝霞ＰＧ 昭和の森 八千代

上島 一雄 村上 一 小澤 敬博 鈴木 久男 菅原 義之 森田 志郎 髙草木 豊 山本 章

朝霞ＰＧ ＪＧＭ宇都宮 霞南GC 千葉よみうり 朝霞ＰＧ 昭和の森 八千代 ＪＧＭ宇都宮

沼田 均二 深見 幸三 俵 聖徳 大賀 喜夫 齋藤 光男 大竹 和男 髙橋 達雄 山崎 友義

霞南GC 朝霞ＰＧ ｼｰﾄﾞ･富士箱根 昭和の森 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 朝霞ＰＧ ＪＧＭ宇都宮

土田 良夫 岩田 克己 扇 徳男 小野 進 柴﨑 道雄 高津 章 平戸 宏

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ＪＧＭ宇都宮 八千代 ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮 昭和の森 紫あやめ36 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

参加人数：183人 2019年4月22日現在

23 10:12 23 10:12 -

21 9:56 21 9:56

22 10:04 22 10:04

19 9:40 19 9:40

20 9:48 20 9:48

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

18 9:32 18 9:32

16 9:08 16 9:08

17 9:16 17 9:16

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

12 8:36 12 8:36

13 8:44 13 8:44

8 7:56 8 7:56

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:28 11 8:28

9 8:04 9 8:04

10 8:12 10 8:12

6 7:40 6 7:40

7 7:48 7 7:48

4 7:24 4 7:24

5 7:32 5 7:32

2 7:08 2 7:08

3 7:16 3 7:16

全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権
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１日目

開催コース：JGM宇都宮ゴルフクラブ 2019年4月28日(日)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00
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