
.

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 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ 時間 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ 予選通過ｺｰｽ

岩波 肇 植田 雪雄 安達 栄雄 長谷川 壽彦 那波 芳比古 神 羊二 石井 重次 山川 忠男

東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 下　館 初穂ＣＣ 東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 JGM宇都宮 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

小倉 幸雄 角田 英嗣 高野 徹 山田 竜平 伊藤 明 小町 進 関口 正喜 大川戸 弘治

東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ 紫あやめ 昭和の森 東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森

宇田川 光男 佐藤 隆 江川 健一 佐藤 敏夫 渡辺 和行 鈴木 明 平本 眞言 斉藤 清人

東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 千葉よみうり よみうりｺﾞﾙﾌ 下　館 初穂ＣＣ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 昭和の森

藤本 正三 中島 仁三 佐藤 春吉 中村 達三 内田 清 福島 静雄 平井 隆夫 鈴木 國也

昭和の森 千葉よみうり 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 下　館 初穂ＣＣ 昭和の森 紫あやめ

花輪 武男 中山 利雄 秋山 和己 加藤 明弘 森 健 小林 祐三 町田 元一 新田 康人

昭和の森 下　館 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 富士見高原 千葉よみうり 昭和の森

山崎 一男 開坂 芳光 加藤 信一 細沼　和秋 松山 康明 原瀬 博利 伊藤 正幸 佐藤　寿男

昭和の森 紫あやめ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ※ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 昭和の森 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ※

佐藤 充 楠岡 和英 眞崎 謙治 斉藤 清和 今井 高志 鈴木 克弘 土屋 知廣 重田 金造

昭和の森 紫あやめ 初穂ＣＣ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 下　館 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 昭和の森

半田 修 菴木 文雄 薗 保治 深澤 一三 寺田 智 齋藤 実 小石 陽一 河田 育雄

昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 紫あやめ 千葉よみうり 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ

田中 辰夫 和田 博之 髙井 正行 佐久間 寿美 白野 睦夫 西山 靖彦 鶴岡 留勝 矢吹 元良

昭和の森 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 昭和の森 紫あやめ 千葉よみうり ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ

山根 康昭 鈴木 利夫 眞﨑 敏寛 牛木 博 高橋 克彦 望月 修 下田 彰 柳川 貢

昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 紫あやめ 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

高橋 健二 小泉 信和 関谷 修二 友部 宣之 前田 秀年 小野塚 司 志村 幸一 岩井 正一

昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 初穂ＣＣ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ よみうりｺﾞﾙﾌ 初穂ＣＣ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり

村田 達勇 森脇 豊 古屋 雅美 池田 政司 木村 安政 福島 克彦 箕輪 進 山本 哲也

千葉よみうり 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ よみうりｺﾞﾙﾌ 千葉よみうり

和田 均 今井 茂夫 加藤 眞悟 飯島 実 庄司 十志夫 齋藤 憲司 鈴木 悟 細金 延幸

紫あやめ 初穂ＣＣ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 初穂ＣＣ 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

飯野 和彦 小松崎 尊久 大隈 浩 新倉 静男 久保田 始 平田 良彦 平野 義隆 中野 五雄

紫あやめ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 紫あやめ

黒沢 登美夫 松井 辰男 鈴木 弘之 飯泉 秀夫 宮本 啓吾 鈴木 純一 牛嶋 雅昭 向井　輝巳

ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 千葉よみうり 那須野ヶ原 紫あやめ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 千葉よみうり 紫あやめ※ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ※

徳永 春美 楢松 千香子 下条 房子 小松 千晃 中島 有二 関根 扶二男 關橋 光一 平戸 宏

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 紫あやめ36 千葉よみうり 千葉よみうり 紫あやめ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり

中村 薫 久高 善江 水間 路子 村田 佳子 山口 幸子 鏑木 友子 今福 陽子 三ツ石 啓子

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 紫あやめ36 千葉よみうり ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 紫あやめ36 ＪＧＭ宇都宮

金井 恵美子 村上 美佳 金親 智子 川口 智美 渡辺 初節 荒木 まき子 露木 直子 滝 綾子

昭和の森 昭和の森 千葉よみうり 千葉よみうり 紫あやめ36 昭和の森 千葉よみうり 千葉よみうり

本田 かつら 宮本 芳美 菓子田 智子 西谷 志乃 横山 由香 西潟 美和 今井 啓子 郡司 直美

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 昭和の森 千葉よみうり よみうりｺﾞﾙﾌ ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ36 千葉よみうり

君塚 桂子 宮澤 由紀子 八木 純子 亀山 博子 荒川 えり子 石津 久美子 安藤 善子 金澤 純子

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 昭和の森 紫あやめ36 千葉よみうり 千葉よみうり

内山 汐里 小牧 美和子 小澤 いづみ 大山 清香 高田 貴子 猪野 智子 小宮 洋子 冨田　聡美

東日本ｼｰﾄﾞ 紫あやめ36 千葉よみうり 紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36 千葉よみうり 千葉よみうり※

藤 伊津子 小澤 典子 新井 麻衣子 近藤 千夏 皆川 三代子 石渡 陽子 新井 麻子 堀江 久美

東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 紫あやめ36 東日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ36

畑中 朝子 三浦 美礼 清水 えり子 高田 珠実 田嶋 優子 新谷 益代 田倉 真由美 鈴木 春美

東日本ｼｰﾄﾞ よみうりｺﾞﾙﾌ 紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 東日本ｼｰﾄﾞ 富士見高原 昭和の森 紫あやめ36

参加人数：184人 黄色網掛け＝繰上げ出場選手

ＰＧＳ全日本女子シニア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 2021年9月28日(火)

OUT IN

組 組

1 7:00 1 7:00

１日目ペアリング（繰上出場選手更新9/24）

2 7:10 2 7:10

3 7:20 3 7:20

4 7:30 4 7:30

5 7:40 5 7:40

6 7:50 6 7:50

7 8:00 7 8:00

8 8:10 8 8:10

9 8:20 9 8:20

10 8:30 10 8:30

11 8:40 11 8:40

12 8:50 12 8:50

13 9:00 13 9:00

14 9:10 14 9:10

15 9:20 15 9:20

16 9:30 16 9:30

20 10:10

17 9:40 17 9:40

18 9:50 18 9:50

23 10:40 23 10:40

ＰＧＳ全日本男子ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

21 10:20 21 10:20

22 10:30 22 10:30

19 10:00 19 10:00

20 10:10


