
.

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

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 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80
ｳﾚｼﾉ　ﾕｳ ﾑﾛﾊﾗ　ｺﾉﾐ ﾆｼﾑﾗ　ｽｽﾞｶ ｲﾏｲ　ｱﾕﾐ ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾅｺ ｳｻﾐ　ｻﾔｶ ﾅｶｻﾞﾜ　ﾘｵﾝ ｽｽﾞｷ　ﾁｶｺ

嬉野 由 室原 好乃実 西村 涼花 今井 鮎美 松本 菜々子 宇佐美 彩華 中澤 凛音 鈴木 愛佳子
昭和の森 朝霞ＰＧ ﾑｰﾝ茂原 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ＪＧＭ宇都宮 八千代 古河ＧＬ 八千代

1日目ｽｺｱ 78 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 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80 1日目ｽｺｱ 80
ﾀｶｷﾞ　ﾘｵﾝ ｶﾜﾀﾞ　ｸﾑﾐ ﾊｾｶﾞﾜ　ｱｲﾐ ｿｼ　ﾋﾏﾘ ﾂｶﾀﾞ　ｺﾄﾈ ｲｼｶﾜ　ﾏﾕｶ ﾆｼﾔﾏ　ﾁﾘ ｲﾊﾞｶﾞﾜ　ｱﾔﾅ

高木 りおん 川田 くむみ 長谷川 愛美 曽雌 ひまり 塚田 こと音 石川 茉友夏 西山 知里 伊波川 彩名
那須野ヶ原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ＪＧＭ宇都宮 霞南GC 千葉よみうり ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 三井の森 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部

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 78 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
ﾆｼﾜｷ　ﾏﾎ ｻｶｲ　ﾅﾅ ｽｽﾞｷ　ﾕﾒ ｲﾁﾑﾗ　ｱﾝ ﾋﾛｵｶ　ｴﾐﾘ ｴﾉﾓﾄ　ｷｮｳｶ ﾅｶｼﾞﾏ　ｱﾔﾉ ｲﾜﾔ　ｻｸﾗ

西脇 真帆 坂井 七菜 鈴木 優芽 市村 杏 廣岡 絵美理 榎本 杏果 中島 彩乃 岩谷 咲来
那須野ヶ原 那須伊王野CC 朝霞ＰＧ 三井の森 朝霞ＰＧ 那須野ヶ原 紫あやめ36 朝霞ＰＧ

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 78 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 83
ｺﾊﾞﾔ　ｼﾒｲ ｶﾂﾐｱｽﾞｻ ﾊﾝﾀﾞ　ﾏｱﾔ ｴﾊﾗ　ﾕﾐ ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾔﾈ ｲｼｶﾜｽｽﾞｶ ﾀﾆ　ﾈﾈ ﾅｶｼﾞｮｳ　ｼﾎ

小林 芽以 勝見 梓 半田 真彩 江原 侑美 小林 彩音 石川 涼夏 谷 寧々 中条 志歩
紫あやめ36 ｼｰﾄﾞ･三井の森軽井沢 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 三井の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 那須伊王野CC 紫あやめ36

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 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83 1日目ｽｺｱ 83
ﾁﾝｼﾞｭ　ｱｲｶ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾕｳ ｲｽﾞﾐﾀﾞ　ｺﾄﾅ ｳｴﾀ　ﾐｸ ｶｿﾉ　ﾐﾅﾐ ﾀｹﾀﾞ　ﾏﾕｷ ﾁｬｷ　ｼｵ ｶﾂﾀ　ﾊﾅ

鎮守 愛佳 山崎 優 泉田 琴菜 上田 澪空 加園 美波 武田 真幸 茶木 詩央 勝田 花菜
八千代 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり 昭和の森 昭和の森 千葉よみうり 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 1日目ｽｺｱ 76 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 84
ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾅﾂｷ ｵﾏﾀ　ﾕｽﾞﾊ ｲｲﾂﾞｶ　ﾕｲ ｱｲﾊﾞ　ｱﾔﾅ ﾔﾏﾑﾗ　ﾏﾘﾝ ﾊﾔｶﾜ　ﾅﾂﾐ ｽｽﾞｷ　ﾉﾉｺ ﾊﾔｼ　ｼﾞｭﾝｶ

栗林 夏希 小俣 柚葉 飯塚 優衣 相場 彩那 山村 真鈴 早川 夏未 鈴木 能々子 林 純花
ＪＧＭ宇都宮 昭和の森 ＪＧＭ宇都宮 那須野ヶ原 昭和の森 朝霞ＰＧ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ＪＧＭ宇都宮

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 76 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
ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾕｳﾅ ｻｶｲ　ﾙﾅ ﾏﾂｵｶ　ﾊﾅ ﾖｺﾔﾏ　ｽｽﾞﾅ ｽｽﾞｷ　ﾅﾙ ﾅﾘﾀ　ﾙﾅ ｶﾐﾊﾗ　ｻｷ ﾔﾏｳﾁ　ﾘﾝﾅ

川畑 優菜 坂井 留奈 松岡 華 横山 珠々奈 鈴木 夏瑠 成田 月奈 神原 沙希 山内 鈴奈
古河ＧＬ ﾑｰﾝ茂原 ﾑｰﾝ茂原 那須伊王野CC 千葉よみうり ﾑｰﾝ茂原 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり

1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 75 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 86
ｲﾄｳ　ﾆｶ ｸﾜﾑﾗ　ﾐﾎ ｲﾜｲ　ｱｷｴ ｺﾊﾞﾔｼｱﾐ ﾖｼﾉ　ｻｷ ｱｷﾓﾄ　ｲﾛﾊ ﾊﾞﾊﾞ　ｻｷ ﾊｷﾞｳﾀﾞ　ﾐﾗﾝ

伊藤 二花 桑村 美穂 岩井 明愛 小林 亜美 吉野 早紀 秋元 彩葉 馬場 咲希 萩生田みらん
紫あやめ36 千葉よみうり 古河ＧＬ ｼｰﾄﾞ･富士･山中湖 那須野ヶ原 千葉よみうり 昭和の森 昭和の森

1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 73 1日目ｽｺｱ 74 1日目ｽｺｱ 75 1日目ｽｺｱ 86 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 96
ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾋﾅﾉ ｻｶｸﾞﾁ　ﾐﾅｺ ｻｸﾏ　ｼｭﾘ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾕｽﾞｷ ﾀｶﾀﾞ　ｶﾘﾝ ﾌｼﾞｲ　ﾐﾗｲ ｴﾐ　ﾛ ｻﾄｳ　ｱﾔｶ

六車 日那乃 坂口 瑞菜子 佐久間 朱莉 吉澤 柚月 髙田 嘩琳 藤井 未来 Emi Ro 佐藤 彩香
朝霞ＰＧ 霞南GC 古河ＧＬ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 朝霞ＰＧ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72 1日目ｽｺｱ 72
ﾀﾞｲｺﾞｳ　ﾋｶﾙ ﾎﾘｺｼ　ｺｺｱ ｲﾜｲ　ﾁｻﾄ ﾅｶｻﾞﾜ　ﾙﾅ

大郷 光瑠 堀越 心愛 岩井 千怜 中澤 瑠来
三井の森 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河ＧＬ 朝霞ＰＧ

8:20 8:20
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 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
ｲｹｶﾞﾒ　ﾁｮｳｾｲ ﾎﾝｼﾞｮｳ　ﾏｺﾄ ﾔﾏﾓﾄ　ｱｷﾗ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄﾓﾖｼ ｵｵｸﾏ　ﾏｽﾐ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻｼ ｲﾄｳ　ﾉﾎﾞﾙ ﾔﾅｶﾞﾜ　ﾐﾂｸﾞ

池亀 長生 本城 誠 山本 章 山崎 友義 大熊 眞澄 安藤 正志 伊藤 昇 柳川 貢
昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ ＪＧＭ宇都宮 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり 千葉よみうり 昭和の森 昭和の森

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 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 87
ｲﾁｶﾜ　ﾀｶｵ ﾖｼﾉ　ｱｷﾗ ﾑｶｲ ﾃﾙﾐ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾐﾉﾙ ﾔﾏﾓﾘ　ｹｲｲﾁ ﾀﾅｶ　ｲｻﾑ ｻｲﾄｳ　ｾｲｺﾞ ﾄﾐﾀ　ﾉﾎﾞﾙ

市川 隆夫 吉野 明 向井 輝巳 中川 實 山森 恵一 田中 勇 齋藤 清伍 冨田 昇
朝霞ＰＧ 朝霞ＰＧ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 千葉よみうり 朝霞ＰＧ 八千代 八千代

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87
ｲｿ　ﾋﾛｼ ｵｻﾞﾜ　ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ　ｹﾝｼﾞ ｱｲｻﾞﾜ　ｱｽﾞﾏ ﾔｽﾀﾞ　ｽｽﾑ ｿﾈ　ﾋﾛｼ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾃﾞｵ ﾅｶﾈ　ﾀｶｵ

磯 廣 小澤 敬博 伊東 健二 相澤 東 安田 進 曽根 博 山崎 英雄 中根 孝夫
ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 霞南GC ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 ＪＧＭ宇都宮 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 八千代 朝霞ＰＧ 千葉よみうり

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 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 87
クボタ　コウイチ ｻｶｲ　ｲｴﾔｽ ｽｶﾞﾜﾗ　ﾖｼﾕｷ ｷﾐﾂﾞｶ　ﾋﾛｷ ﾅｶﾔﾏ　ﾃﾂｵ ﾋﾗﾄ　ﾋﾛｼ ｼﾊﾞｻｷ　ﾐﾁｵ ｲﾜﾀ　ｶﾂﾐ

久保田 好一 酒井 家安 菅原 義之 君塚 弘樹 中山 哲夫 平戸 宏 柴﨑 道雄 岩田 克己
千葉よみうり 千葉よみうり 朝霞ＰＧ 霞南GC 紫あやめ36 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 ＪＧＭ宇都宮

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 84 1日目ｽｺｱ 87 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 88
ｵｵﾀｹ　ｶｽﾞｵ ﾇﾏﾀ　ｷﾝｼﾞ ｵﾉ　ｽｽﾑ ｾｷﾔ　ｼｭｳｼﾞ ﾂﾁﾀﾞ　ﾖｼｵ ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾖｼ ｽｷﾞﾔﾏ　ﾄｼｶｽﾞ

大竹 和男 沼田 均二 小野 進 関谷 修二 土田 良夫 鈴木 洋一 山本 清 杉山 利和
昭和の森 霞南GC ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮 昭和の森 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 朝霞ＰＧ 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 88 1日目ｽｺｱ 88 1日目ｽｺｱ 89 1日目ｽｺｱ 89
ｳｽｲ　ｴｲｼﾞ ｾｷﾈ　ｾｲｲﾁ ﾜｲｽﾞﾐ　ﾉﾌﾞｼﾛｳ ｲﾜｲ　ﾔｽﾋﾛ ﾀｶﾂ　ｱｷﾗ ﾑﾗｶﾐ　ﾊｼﾞﾒ ｶﾜｻｷ　ﾏｻﾄｼ ｱﾀﾞﾁ　ﾉﾌﾞﾏｻ

薄井 榮次 関根 晴一 和泉 信四郎 岩井 康博 高津 章 村上 一 川﨑 雅敏 足立 亘正
千葉よみうり 朝霞ＰＧ 八千代 霞南GC 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 ＪＧＭ宇都宮 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部

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 83 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 90
ｼﾉﾀﾞ　ﾏｻﾙ ｷｸﾁ　ﾔｽｵ ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｽﾞｷ　ﾖｼｿﾞｳ ﾄﾀﾞ　ﾋｻｼ ﾀﾑﾗ　ﾋﾃﾞｵ ｱﾝﾄﾞｳ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾏﾂｻﾞｷ　ｼﾞﾝｲﾁ

篠田 優 菊地 康夫 山本 順平 鈴木 由蔵 戸田 久 田村 英雄 安藤 堅太郎 松崎 仁一
八千代 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森 紫あやめ36 紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 古河ＧＬ

9:24 9:24
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 1日目ｽｺｱ 90 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91 1日目ｽｺｱ 91
ﾐﾔﾏ　ｶﾝﾍﾟｲ ｺﾂﾞｶ　ｷﾖｼ ﾅｶﾔﾏ　ﾄｼｵ ﾀｷ　ﾏｻﾓﾄ ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｷｵ ﾊｯﾄﾘ　ｹﾝｼﾞ ﾊﾔﾐ　ﾀﾀﾞﾔｽ ｲｼｲ　ﾀﾂｵ

見山 寛平 小塚 清 中山 利雄 瀧 正元 松本 幸雄 服部 健二 速水 忠保 石井 龍男
ＪＧＭ宇都宮 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 下館ｺﾞﾙﾌ 昭和の森 八千代 古河ＧＬ 八千代 八千代

1日目ｽｺｱ 80 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 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92 1日目ｽｺｱ 92
ﾀﾜﾗ　ﾏｻﾉﾘ ｵｵｷﾞ　ﾉﾘｵ ﾔﾉ　ﾂｶﾊﾙ ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｮｳ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾄｼｵ ｲｻｶ ﾋﾛﾐﾁ ﾀｶｸｻｷ　ﾕﾀｶ ｶﾐｼﾞﾏ　ｶｽﾞｵ

俵 聖徳 扇 徳男 矢野 塚春 山田 良 永嶋 敏夫 伊坂 弘道 髙草木 豊 上島 一雄
ｼｰﾄﾞ･富士箱根 八千代 ＪＧＭ宇都宮 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 八千代 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 78 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 92 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93 1日目ｽｺｱ 93
ﾜｶﾅ　ｼｹﾞﾙ ｽｽﾞｷ　ﾋｻｵ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｼﾞ ｲﾄｳ　ﾏｻﾕｷ ｵｵｶﾞ　ﾖｼｵ ｵｻﾞﾜ　ﾀｶｼ ﾀｶﾀﾞ　ｲｻｵ ﾅｶﾑﾗ　ｹﾞﾝｼﾞ

若菜 茂 鈴木 久男 髙橋 雄二 伊藤 正幸 大賀 喜夫 小澤 孝 高田 勲 中村 源治
市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 千葉よみうり 朝霞ＰＧ ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 昭和の森 八千代 朝霞ＰＧ ｼｰﾄﾞ･JGM宇都宮

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 94 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 95 1日目ｽｺｱ 96
ﾆｼﾔﾏ　ﾔｽﾋｺ ﾀﾅｶ　ｼﾞﾛｳ ﾏﾁﾀﾞ　ﾓﾄｲﾁ ｻｲﾄｳ　ﾐﾂｵ ｶﾐｸﾗ　ｸﾆｵ ｲｿｻﾞｷ　ﾏｻﾖｼ ﾅｶﾞﾌﾁ　ﾕｳｲﾁ ｺﾆｼ　ﾑﾈﾏｻ

西山 靖彦 田中 二郎 町田 元一 齋藤 光男 上倉 邦男 磯崎 全良 長渕 雄一 小西 宗正
八千代 昭和の森 千葉よみうり 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 千葉よみうり 朝霞ＰＧ よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 朝霞ＰＧ

1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 96 1日目ｽｺｱ 97 1日目ｽｺｱ 101
ﾔﾏﾈ　ﾔｽｱｷ ｶｼﾞﾜﾗ　ﾉﾌﾞｼﾛ ｲｲﾉ　ｶｽﾞﾋｺ ﾐｽﾞﾀ　ｺｳｽｹ

山根 康昭 梶原 伸城 飯野 和彦 水田 光介
昭和の森 朝霞ＰＧ 八千代 米原

参加人数：168人

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２日目
開催コース：JGM宇都宮ゴルフクラブ 2019年4月29日(月)

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

調　　整　　時　　間

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 8:28 10 8:28

9 8:04 9 8:04

10 8:12 8:12

12 8:36 11 8:36

13 8:44 12 8:44

14 8:52 13 8:52

15 9:00 14 9:00

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

18 9:32 17 9:32

16 9:08 15 9:08

17 9:16 16 9:16

19 9:40 18 9:40

20 9:48 19 9:48

10:04

21 9:56 20 9:56

10:04 調　　整　　時　　間 21


