
組合せおよびスタート時間表　（参加倶楽部：12倶楽部　参加選手：144名）

開催日：平成29年7月17日（月） 開催会場：ヴィンテージゴルフ倶楽部（山梨県）

OUT　1番よりスタート

組 時間 選手名（A） 所属 選手名（B） 所属 選手名（C) 所属 選手名（D) 所属

1 7:30 今井　のり子 城山 河野　紀子 ＣＣＣ野辺山 橘　正子 春日居 後藤　節子 甲斐ヒルズ

2 7:38 仲田　純子 東雲 松本　まち子 城山 松原　鈴子 ＵＧ中津川 小林　めぐみ 昇仙峡

3 7:46 平林　治子 都留ＣＣ 垣内　あきよ ＵＧ中津川 市川　智子 ヴィンテージ 齊藤　智子 小海ＲＥＥＸ

4 7:54 川邉　泰子 城山 小澤　祐子 小海ＲＥＥＸ 星野　雅子 昇仙峡 福島　直子 富士見ヶ丘

5 8:02 龍澤　めぐみ ヴィンテージ 林　益子 ＣＣＣ野辺山 大河　綾子 富士見ヶ丘 木村　明美 東京国際

6 8:10 石原　理恵 昇仙峡 新津　澄子 小海ＲＥＥＸ 鈴木　瑠美子 東雲 星野　道子 春日居

7 8:18 木下　昭子 東京国際 程原　洋子 都留ＣＣ 古屋　美智子 春日居 小林　ひな子 ＵＧ中津川

8 8:26 竹井　ひとみ ヴィンテージ 鈴木　郁子 東雲 栗原　佐千子 富士見ヶ丘 齊藤　恵美 甲斐ヒルズ

9 8:34 山内　啓子 東京国際 原田　英世 都留ＣＣ 井出　重子 ＣＣＣ野辺山 0 甲斐ヒルズ

1 8:50 後藤　勇 甲斐ヒルズ 安部　俊人 春日居 山下　政宏 小海ＲＥＥＸ 中山　照朗 都留ＣＣ

2 8:58 吉田　四郎 昇仙峡 永井　一彰 ＵＧ中津川 小川　智 東京国際 高橋　一夫 城山

3 9:06 木内　一夫 小海ＲＥＥＸ 齊藤　寛 ヴィンテージ 吉田　強 ＣＣＣ野辺山 岡部　敏男 春日居

4 9:14 深澤　貞夫 富士見ヶ丘 渡辺　秀一 昇仙峡 菅井　康義 ＵＧ中津川 南木　昭夫 東雲

5 9:22 小浦　琢哉 甲斐ヒルズ 柿澤　博 富士見ヶ丘 萩原　一男 城山 吉備　保成 東京国際

6 9:30 須田　紀男 小海ＲＥＥＸ 河原　洋 東雲 鈴村　憲二 ＵＧ中津川 黒岩　和人 ヴィンテージ

7 9:38 島村　龍男 甲斐ヒルズ 山田　勝次 ヴィンテージ 仲村　清和 ＣＣＣ野辺山 田中　茂 東京国際

8 9:46 大川　定夫 城山 山本　忠司 富士見ヶ丘 林　芙左一 東雲 白須　訓裕 都留ＣＣ

9 9:54 長田　邦雄 昇仙峡 左右　正雄 ＣＣＣ野辺山 岡野　擴 都留ＣＣ 原　豊造 春日居

IN　10番よりスタート

組 時間 選手名（A） 所属 選手名（B） 所属 選手名（C) 所属 選手名（D) 所属

1 7:30 丹羽　誠 ＵＧ中津川 大牧　貢 富士見ヶ丘 池田　玄順 小海ＲＥＥＸ 若月　栄治 ヴィンテージ

2 7:38 塩澤　英洋 甲斐ヒルズ 石澤　健 ＣＣＣ野辺山 大津　仁利 都留ＣＣ 竹内　規晃 東京国際

3 7:46 手塚　大輔 昇仙峡 岩間　靖典 春日居 石島　英明 東雲 大武　勤 城山

4 7:54 丸山　将弘 小海ＲＥＥＸ 金澤　充 ＵＧ中津川 吉澤　貞雄 甲斐ヒルズ 伊藤　亮 東雲

5 8:02 中川　雅義 富士見ヶ丘 手塚　浩司 ヴィンテージ 大森　雄一 ＣＣＣ野辺山 平林　浩二 都留ＣＣ

6 8:10 永井　英輔 東京国際 柴田　修 昇仙峡 井口　弘 ＵＧ中津川 赤石　修一 城山

7 8:18 永田　淳一 春日居 飯田　信夫 富士見ヶ丘 津久井　孝一 城山 対馬　健一 ヴィンテージ

8 8:26 長田　英二 甲斐ヒルズ 調整中 東雲 市川　浩 小海ＲＥＥＸ 望月　正志 昇仙峡

9 8:34 野武　昇 都留ＣＣ 寺田　勇人 春日居 金本　一男 ＣＣＣ野辺山 矢部　嘉一 東京国際

1 8:50 高城　正男 昇仙峡 曽我　伸一 ＵＧ中津川 伊藤　博正 ＣＣＣ野辺山 中村　隆哉 城山

2 8:58 大工原　大作 小海ＲＥＥＸ 川口　健二 ヴィンテージ 可知　進 ＵＧ中津川 片野　誠一 東京国際

3 9:06 福島　悟 富士見ヶ丘 竹井　輝雄 昇仙峡 大武　樟一 城山 奥冨　隆夫 都留ＣＣ

4 9:14 佐々木　雅朗 東京国際 塩原　廣美 富士見ヶ丘 小池　良男 小海ＲＥＥＸ 川瀬　英治 ＵＧ中津川

5 9:22 佐野　三彦 春日居 齊藤　裕一 東雲 稲垣　正和 ＣＣＣ野辺山 赤池　祐三 ヴィンテージ

6 9:30 長尾　裕 甲斐ヒルズ 冨樫　芳樹 春日居 原田　知明 都留ＣＣ 谷合　哲夫 東京国際

7 9:38 程原　正明 都留ＣＣ 遠藤　満 富士見ヶ丘 鈴木　富男 東雲 関谷　茂 城山

8 9:46 伊東　正弘 ヴィンテージ 山口　秀樹 小海ＲＥＥＸ 伊藤　利雄 甲斐ヒルズ 寺沢　洋 東雲

9 9:54 猪股　俊公 甲斐ヒルズ 下里　裕 春日居 黒岩　誠 ＣＣＣ野辺山 大間　正 昇仙峡

使用ティー： 一般 青（バック）

シニア 白（レギュラー）

グランドシニア  ゴールド（フロント）

レディース  赤（レディース）

【競技方法:18ホール・ストロークプレー・スクラッチ競技】

団体戦 : 全クラスの上位９名のグロス合計スコアで競う

個人戦：各カテゴリー別　優勝～第3位

【同スコアの場合】

個人戦：１８Hカウントバック

競技委員長　　橋添純司（所属プロ）　　
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団体戦 : 同ストロークの場合は10番目のスコア、最終選手が同スコアの場合は最終選手の１８Hカウントバック


