
.

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

飛髙 佐江子 岡田 かおり 山本 智美 遠藤 芳江 山元 珠美 荻原 由美子 彼ノ矢 聖子 近賀 博子

※ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 那須野ヶ原 八千代 ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森

小澤 江美 武 かおる 大内田 一美 安達 吏那 人見 佳乃 小田倉富士子 新保 美樹 山下 ユナ

※紫あやめ36 八千代 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ﾑｰﾝﾚｲｸ茂原 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 霞南ＧＣ

鈴木 佐知子 山崎 茎子 船越 実幸 皆川 三代子 金井 恵美子 栗原 美紀 林 純花 佐々木 砂知

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※昭和の森 ｼｰﾄﾞ･ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森
ｼｰﾄﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘ霞
南

古河GL

藤森 いずみ 富田 奈都 宮澤 由紀子 寺内 梓 星野 響子 加藤 寿子 小林 信英 佐藤 彩香

紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ※ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 古河GL ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

河原 綾子 菅野 朋子 稲葉 瞳 夏山 ルイ 廣岡 孝通 内田 清 根本 亨 森 正人

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 千葉よみうり ｼｰﾄﾞ･ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 下館 霞南ＧＣ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ ※市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

北田 肇 山田 耕平 森田 安則 植草 豊治 松本 政彦 垣内 伸博 萩原 勉 海野 満

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾃﾞｲｽﾀｰ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 下館 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

横沢 三男 鴨川 富幸 俵 聖徳 富田 実 和田 稔 細野 正明 下田 彰 栗田 一正

八千代 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※霞南ＧＣ ※ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ※富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

7:56 7:56

森 静生 松田 純雄 伊原 修 津村 竜浩 八木沼 仁 牧野 龍一郎 坂本 光司 磯崎 全良

富士ｸﾞﾘｰﾝ 千葉よみうり 霞南ＧＣ 紫あやめ36 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL 昭和の森 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

早坂 俊則 後藤 光行 藁谷 和一 吉田 晶博 齊藤 哲郎 長谷川 丈能 岡村 平 川村 和弘

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾃﾞｲｽﾀｰ 千葉よみうり ※昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ ※富士ｸﾞﾘｰﾝ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

石崎 進 平本 眞言 加藤 眞悟 石原 光浩 冨樫 芳樹 黒田 一 中野 雅文 本澤 正徳

※富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士ｸﾞﾘｰﾝ ※紫あやめ36 八千代 清里ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 富士ｸﾞﾘｰﾝ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原

福山 憲一 鮫島 均 仲田 雅信 古性 利之 原 博文 庄子 秀典 松尾 勝人 佐久間 寿美

八千代 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｸﾞﾚｰｽﾘｯｼﾞ 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮 新君津 ﾃﾞｲｽﾀｰ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原

柿沼 治夫 田辺 昌彦 小泉 信和 玉井 雅俊 松本 直樹 平子 尚丈 木内 勉 柳本 常雄

古河GL ※昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 八千代 ＪＧＭ宇都宮 富士ｸﾞﾘｰﾝ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森

丸山 弘 森本 守 長谷川 壽彦 小川 貴央 中森 享利 寺崎 街夫 髙井 正行 島村 伸一

朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 ※霞南ＧＣ ※ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 富士ｸﾞﾘｰﾝ ※ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

8:52 8:52

岩井 正一 樋口 幸雄 熊谷 勇夫 山本 靖 小倉 幸雄 古川 孝蔵 前田 正雄 南 富士男

八千代 霞南ＧＣ 千葉よみうり 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

鈴木 昭一 河野 真一 進藤 祥史 宮川 昌治 大村 明彦 小塚 清 渡邊 哲也 栗原 隆

昭和の森 千葉よみうり 八千代 ※下館 紫あやめ36 ※ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ 古河GL ※昭和の森

楠岡 和英 伊藤 正幸 佐藤 治嗣 鶴町 和久 安中 司 斉藤 芳夫 陸田 郁夫 曽根 満也

八千代 下館 紫あやめ36 八千代 昭和の森 ※朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 古河GL

中山 知行 出浦 功 相原 康弘 鈴木 東一 安藤 英俊 星野 一 西原 明 鶴岡 留勝

八千代 千葉よみうり 富士ｸﾞﾘｰﾝ ※市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 清里ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ※昭和の森 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

尾上 博治 榎本 雅則 有田 博之 早瀬 忠男 辰巳 貴夫 佐藤 春吉 望月 修 鈴木 克弘

富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 下館 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸ

大熊 章夫 青木 秀樹 小杉 正孝 田川 美道 百田 桂一 山崎 克己 広野 幾男 江川 健一

紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾃﾞｲｽﾀｰ 古河GL 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ※昭和の森 八千代

9:48 9:48

佐藤 房夫 茂串 年男 羽鳥 賢次 古川 富雄 上條 英二 神 羊二 堀之内 佳武 板橋 明

ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 古河GL ｼｰﾄﾞ･昭和の森 昭和の森 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･昭和の森 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

橋本 和男 高木 遵正 奈良 勝重 市川 裕久 鈴木 光夫 伊勢 直史 關橋 光一 山本 哲也

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 紫あやめ36 昭和の森 清里ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ※八千代 ｼｰﾄﾞ･富士･山中湖 八千代

須長 順一 松本 正之 笹口 芳男 菊池 善次 村田 達勇 田丸 芳明 角田 幸一 田中 秀明

昭和の森 ｼｰﾄﾞ･富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 下館 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 昭和の森 古河GL 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

鹿島 康裕 鈴木 國也 矢島 茂 菅原 義之 玉置 実 長江 幸夫 瀬戸 千尋 石川 博章

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり 昭和の森 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼｰﾄﾞ･東我孫子 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

参加人数：184人

2019年度全日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
開催コース：ハーモニーヒルズゴルフクラブ 2019年5月23日(木)

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

調　　整　　時　　間

8 8:04 8 8:04

7 7:48 7 7:48

調　　整　　時　　間

9 8:12 9 8:12

10 8:20 10 8:20

11 8:28 11 8:28

12 8:36 12 8:36

調　　整　　時　　間

14 9:00 14 9:00

13 8:44 13 8:44

調　　整　　時　　間

15 9:08 15 9:08

16 9:16 16 9:16

19 9:40

調　　整　　時　　間

17 9:24 17 9:24

18 9:32 18 9:32

23 10:20 23 10:20

2019年度全日本シニアアマチュアゴルファーズ選手権

21 10:04 21 10:04

22 10:12 22 10:12

調　　整　　時　　間

20 9:56 20 9:56

19 9:40
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