
.

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 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

内山 汐里 72 芹沢 ひろみ 90 佐久間久美子 110 宮澤 由紀子 83 藤森 いずみ 86 小宮 洋子 82 皆川 三代子 72

那須野ヶ原 昭和の森 昭和の森 昭和の森 那須野ヶ原※ 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

石井 悦子 91 石津 久美子 83 長谷川 浩子 71 林 絵理子 87 新井 美奈子 84 鏑木 友子 81 井上 久美子 87 小畠 裕子 83

昭和の森※ 千葉よみうり 那須野ヶ原 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

遠藤 芳江 85 田嶋 優子 72 下田 孝子 89 秋谷 由香里 94 露木 直子 88 比田井 順子 90 水柿 まり子 84 荒川 えり子 87

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 千葉よみうり 千葉よみうり 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森

猪野 智子 79 田倉 真由美 79 山元 珠美 85 高梨 富栄 88 小俣 静江 92 新井 麻衣子 86 柏 敬子 91 中塚 尚恵 89

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森※ 千葉よみうり※ 昭和の森 昭和の森 那須野ヶ原 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

山岸 大 89 榎本 盛 86 佐藤 充 90 斉藤 清和 84 川名 かおる 91 村上 美佳 94 夏目 郁子 95

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり※ 昭和の森 ＪＧＭ宇都宮 千葉よみうり 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

菊池 徹 80 角田 幸一 84 福原 和彦 82 永井 宏 84 栗原 隆 87 永井 輝昭 89 平野 誠司 90

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ※ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり 昭和の森 昭和の森 千葉よみうり 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部

小笠原 和彦 83 庄子 秀典 89 田島 守 83 石山 美紀 90 樋口 幸雄 81 関口 哲明 88

新君津 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

小倉 広孝 83 小杉 秀実 92 藁谷 和一 80 飯田 雅則 91 馬淵 清彦 90 藤沢 宗一郎 95 井上 訓昭 77 丸山 弘 87

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり 昭和の森 昭和の森※ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり

萩野 将信 76 山本 博英 77 小渕 直史 81 古山 勝彦 86 広瀬 光男 87 鈴木 國也 81 堀江 靖見 78 内田 秀人 88

千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり 那須野ヶ原 昭和の森

小松崎 尊久 89 鈴木 厚則 86 羽鳥 賢次 81 藤田 祐司 76 池嶋 則夫 84 安達 栄雄 82 蛭田 克己 86 村田 正彦 88

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ※ 千葉よみうり

大村 明彦 77 大瀧 初明 87 牧野 龍一郎 82 松盛 秀逸 86 竹本 太郎 85 藤本 武彦 91 新谷 利彦 95

千葉よみうり 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 新君津 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部

8:28 8:28

渡辺 一広 81 山本 靖 84 野口 英一 79 永瀬 哲弥 97 星野 健二 85 山野 純也 79 土田 恭章 69 新倉 静男 88

那須野ヶ原 千葉よみうり 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森※ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森 千葉よみうり ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

榊原 利信 82 髙田 豪 84 原 博文 91 久保木 典美 73 三浦 徳光 85 森園 良二 77

千葉よみうり 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 那須野ヶ原 千葉よみうり 昭和の森

森 正人 78 江﨑 孝信 85 濱松 和也 82 布施 政勝 83 小森 立 86 中江 史顕 85

昭和の森 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

金田 茂雄 84 青島 弘幸 89 大森 悟 85 廣岡 孝通 86 小倉 幸雄 77 亀井 俊文 92 馬場 敬 81

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森※ 那須野ヶ原 千葉よみうり 新君津 昭和の森 千葉よみうり

武田 元亨 82 今井 茂夫 84 諸我 浩次 92 中森 享利 77 百田 桂一 78 今井 高志 88 井上 行信 86

昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 千葉よみうり※ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ＪＧＭ宇都宮 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり

佐藤 英明 86 高雄 章 83 倉田 明彦 89 布目 久也 93 渡邊 哲也 82 渡辺 良隆 77 塩野目 龍一 79

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり 昭和の森 新君津※ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 昭和の森

矢口 義雄 93 春海 純 85 松本 正之 79 髙田 伸一 87 重光 健一 90 山川 忠男 81 一色 浩 87

下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森 千葉よみうり 那須野ヶ原 那須野ヶ原 ＪＧＭ宇都宮 昭和の森

波多野 勇一 84 木村 明 85 平井 慶益 87 佐藤 靖 84 小林 且雄 79 菅野 大太 90

千葉よみうり 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森

和田 均 78 和泉 一夫 83 島﨑 健一 89 池上 寛 86 大津 岩男 90 岡澤 重雄 85 米川 博光 79

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ ＪＧＭ宇都宮 昭和の森※ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 昭和の森 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

参加人数：男子１０９人、女子３４人

16 9:40 31 9:40

15 9:32 30 9:32

26

14 9:24 29 9:24

13 9:16 28 9:16

24

9:00

12 9:08 27 9:08

11 9:00

23

8:44

10 8:52 25 8:52

9 8:44

8:36

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

7 8:20 22 8:20

8 8:36

8:04

6 8:12 21 8:12

5 8:04 20

7:48

4 7:56 19 7:56

3 7:48 18

7:32

2 7:40 17 7:40

1 7:32 9

7:16

4 7:24 8 7:24

3 7:16 7

7:00

2 7:08 6 7:08

1 7:00 5

組 組

PGSチャリティ東日本スクラッチゴルフ選手権　男子シニア・女子シニア東日本地区決勝　【２日目】
開催コース：那須野ヶ原カントリークラブ 2020年11月15日(日)
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