
.

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 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース 時間 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース

加治屋 龍之介 馬場 輝雄 石毛 誠 髙野 晃吉 高野 壮登 東 夏規 浜崎 力 木村 道雄

昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ JGM宇都宮 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士見高原

安間 魁 山岸 孝伸 藤澤 龍人 東 亜藍 柴崎 哲也 鈴木 泰二郎 栗本 智充 東 幸司

小淵沢 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 妻沼 妻沼 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森

舟橋 史郎 井上 達希 小澤 玲央 高見澤 亨 土門 英司 鈴木 雅弘 松島 圭祐 高橋 雄平

昭和の森 新玉村 富士見高原 妻沼 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

松澤 宏樹 鴨野 勝 府川 琉土 植竹 丈二 坂 航 篠田 裕邦 亥飼 陽 原田 大雅

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 丘の公園清里 紫あやめ 昭和の森 妻沼 昭和の森 JGM宇都宮 丘の公園

吉田 直樹 前原 真一 大吉 友輝 中川 拓麻 池内 裕啓 森本 守 大久保 訓 藤澤 諒

昭和の森 前橋 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 妻沼 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 紫あやめ ｼｰﾄﾞ･新玉村

内田 裕 大竹 優幸 佐藤 貴輝 岡部 雄斗 八木沼 仁 田村 康一 神戸 拓也 福田 一美

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ JGM宇都宮 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･新玉村 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 新玉村

渡辺 勇一 河邊 雄一郎 北村 慶一 中島 智明 楠原 竜太朗 星 晃一 星野 吉計 森田 直樹

妻沼 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 紫あやめ 昭和の森 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 新玉村

康 翔亮 小平 浩光 枝松 和健 平子 尚丈 菊地 香 梶原 裕輝 亥飼 台 小山 智之

昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 前橋 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 妻沼 JGM宇都宮 新玉村

小林 誠一郎 白 源正 清 良成 山田 繁人 奥村 康徳 横山 三博 木村 充 貞廣 祐孝

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 新玉村 昭和の森 妻沼 昭和の森 新玉村 妻沼 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

小沼 光輝 里見 貴弘 岩垂 一博 星野 節二 佐藤 治嗣 黒滝 公彦 飯岡 高人 山本 直樹

紫あやめ 昭和の森 妻沼 新玉村 紫あやめ 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 前橋

茂串 年男 野辺 隆志 小塚 良彦 中村 敦史 芦澤 悠 横田 雅一 本木 健一 石黒 文継

前橋 富士見高原 昭和の森 妻沼 ｼｰﾄﾞ･丘の公園清里 ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 妻沼

高橋 伸英 韮澤 圭亮 伊藤 隆茂 林 久仁彦 橘田 宰 市川 裕久 杉山 信次郎 名取 輝高

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 紫あやめ 丘の公園清里 昭和の森 昭和の森 富士見高原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 小淵沢

佐藤 知哉 高橋 海仁 坪井 大 遠藤 真人 堀口 政人 山田 健悟 江崎 典載 金沢 勉志

新玉村 昭和の森 妻沼 紫あやめ 前橋 昭和の森 紫あやめ 妻沼

大森 豊 滝澤 怜央 志村 幸一 広瀬 貴一 宮下 優輝 北村 重道 上畠 哲 奥村 俊之

昭和の森 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 小淵沢 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 新玉村

石塚 秋宏 見目 茂吉 渡辺 健斗 橋本 直也 小峰 教司 田中 勝春 竹内 秀 服部 滋多

紫あやめ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森 妻沼 昭和の森 紫あやめ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｼｰﾄﾞ･前橋

髙木 寿吉貴 井出 太陽 松田 聖志 朝生 翔太 斉藤 清人 元木 努 田島 守 目黒 球童

ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 紫あやめ 前橋 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 紫あやめ 新玉村

柳元 繁 柿沼 瑛亮 吉野 文規 野口 知嗣 森久保 源太 佐藤 誠 横尾 厚志 中山 洋次

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 妻沼 昭和の森 丘の公園清里 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 妻沼

篠原 株登 山田 豊 丸山 和治 塚本 則男 松岡 英志 齊藤 大翔 古性 利之 吉村 孝紀

ｼｰﾄﾞ･昭和の森 昭和の森 妻沼 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士見高原 前橋 紫あやめ 昭和の森

島貫 海輝登 木村 仁 高貝 光司 皆藤 慎太郎 根本 悠誠 安田 啓司 吉岡 進 林 香亮

紫あやめ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森 前橋 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 小淵沢

坂場 将希 小川 恭伸 赤藤 修司 大原 俊弘 成田 寿郎 鶴岡 利和 松田 哲 葛城 恵三

ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 妻沼 昭和の森 ｳｨｰｺﾞ 妻沼 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森

市川 裕司 山田 竜輝 竹馬 正広 松田 浩志 野村 龍太郎 赤木 基泰 石原 克己 篠﨑 英憲

富士見高原 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 新玉村 昭和の森 JGM宇都宮 昭和の森 妻沼 紫あやめ

鎌滝 順久 永田 裕紀 牧瀬 直行 堀口 晴雄 町田 真二 小木 昌樹 中戸 孝嘉 楠 大峻

妻沼 紫あやめ 昭和の森 新玉村 新玉村 昭和の森 ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ 昭和の森

吉田 壮一郎 宮原 光 北村 和秋 松本 真輔 吉間 浩司 海老原 隆仁 小杉 正孝 瀬戸口 雅昭

昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 新玉村 紫あやめ 前橋 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 紫あやめ

参加人数：184人

2019年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：イーストウッドカントリークラブ 2019年5月15日(水)

OUT IN

組 組

1 7:00 24 7:00

１日目ペアリング（５月２日更新）

2 7:09 25 7:09

3 7:18 26 7:18

4 7:27 27 7:27

5 7:36 28 7:36

6 7:45 29 7:45

7 7:54 30 7:54

8 8:03 31 8:03

9 8:12 32 8:12

10 8:21 33 8:21

11 8:30 34 8:30

12 8:39 35 8:39

13 8:48 36 8:48

14 8:57 37 8:57

15 9:06 38 9:06

16 9:15 39 9:15

17 9:24 40 9:24

18 9:33 41 9:33

19 9:42 42 9:42

20 9:51 43 9:51

23 10:18 46 10:18

21 10:00 44 10:00

22 10:09 45 10:09


