
OUT Tee-Off I N Tee-Off

1 7:04 1 7:04

2 7:12 2 7:12

3 7:20 飯田　　守 芝山　幸夫 近藤　教克 秋山　哲夫 3 7:20

4 7:28 関　　喜幸 中泉　俊明 関　　元章 中泉　典巳 4 7:28

5 7:36 伊藤雄二郎 小島　純治 飯村　　満 市川　　健 5 7:36

6 7:44 野尻　喜次 苅谷　廣明 斉藤　　薫 青木　秀夫 6 7:44

7 7:52 宇野　安信 池田　幸治 桜井織之助 7 7:52

8 8:00 佐藤　　明 仁平　芳人 稲葉　福男 山田　俊彦 8 8:00

9 8:08 根本　芳成 海老原睦美 門井　英之 小林　征美 9 8:08

10 8:16 10 8:16

11 8:24 柳橋　隆純 柳橋　正章 冨田　泰彦 岡野　　満 11 8:24

12 8:32 飯泉　恵生 柳橋　成一 松本　幸也 松本　和樹 12 8:32

13 8:40 塚田　　保 高谷　誠人 宮崎　重信 黒川　真行 13 8:40

14 8:48 山口　一雄 久松　秀夫 久松　和美 坂入　清志 14 8:48

15 8:56 五月女　毅 関　　正之 菅井 祐子 西牧　信恵 15 8:56

16 9:04 星野　明彦 大久保七郎 飯岡　広高 木田　周平 16 9:04

17 9:12 沼尻　正則 青木　順子 横山　暁子 蛯名　一枝 17 9:12

18 9:20 新村　勝盛 大井　一良 西谷　英一 田本　光治 18 9:20

19 9:28 東郷　公咲 野澤　政章 鴨志田元喜 池畑　　浩 19 9:28 宮本　正樹 鈴木　　忍

20 9:36 大竹山　規 大竹山ふつ子 五十嵐洋子 山田　友則 20 9:36

21 9:44 川上　義夫 野口　ゆき 川崎　敦子 21 9:44

22 9:52 原口　照雄 吉川　友信 斉藤　修巳 石戸　健三 22 9:52

23 10:00 森川　　博 蛯原　　守 伊藤　政人 藤　伊津子 23 10:00

24 10:08 川村　康弘 所　　和男 窪田　義春 清本　悦男 24 10:08

25 10:16 高野　培美 荒井　優子 丹羽　修一 相沢　　東 25 10:16

26 10:24 宮本　哲治 荒井　義彦 小川　幸男 遠藤　　修 26 10:24

27 10:32 27 10:32

28 10:40 28 10:40

場所　　筑波東急GC

高津　三郎 寺田　　薫 中野　重己 市村　　寛

中川　将人

沢辺　和男 森田　順一

飯塚　浩二 中川　一也

山田　耕市 矢沢　正一 松坂　　武 仙石　雄二

吉村　栄司 中川　　正

仲川　廣一 宮本　丈男

相沢　和男 加藤　義昭

市村　雅弥

冨田　賢一

矢口　　晃 北沢　文夫 長谷川　剛 矢口　重男

中川　正夫 根本　功二

飯塚　　昇

飯島　辰雄

大場　力夫

市村　昭人 佐藤　大輔

村上　友章

ジャン　ウィ 吉岡　千春 木澤　　好

木村　米造 荒井　　勝 戸崎　　勝

大竹　浩嗣 松田　　健 鷹巣　三郎 石津  眞樹

平津　　茂 飯田　孝昭 川村　正一

古畑　則男 坂尾　義雄

藤島　孝子 高野　淳子 柳橋　英子 柳橋　一之

草木　一男 後藤　昭人 安部慎一郎

渡辺　昌昭 村野　四郎 横田　次男 長瀬　昌市

中野　和治 古橋　初枝 関　英俊

浦島　航介 古澤　文夫 小林　一稔 石塚　健一

久保田　明 中島　道規 広瀬　明夫

高野　一成 番場　正明 安倉　輝雄 末永　長栄

佐藤　　満 斎藤　　貴 路川　俊男

久保田英男 根本　　武 牧島　勝彦 長坂　敏明

武井美代子 武井　　節 東原　徹生 中村　由行

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

菊池　広義 相島　秀一 白石　　通 酒寄　　浩

小林　正夫

吉田　勝幸

柳橋　弘之

宮本一成

菅谷　秀彦

富山　隆雄

飯竹　泰助

東泉　利行

銭谷　利宏

宮崎　忠一

氏     名

五十嵐立青 萩原　武久 野村　俊光

氏     名氏     名

小野　　進

第 ２ ２ 回 つ く ば 市 民 ゴ ル フ 大 会  （ ８ 月 ２ 日 ） ス タ ー ト 表
氏     名

小川　勝也 中山　有久 松本　晴夫

※参加者数　２１７人

川上　靖弘　

飯塚　洋治

川上　和政

松崎　一三

霜崎　和考

宇津野繁樹

中島　秀之

鈴木　　均

植村　一男

渡部　勝幸

小園　　治

飯塚　新一

塩澤　信行

関根　正勝

市村　準司

栗原　　隆

荒木　和治

飯塚　　一

飯島　　博

石井　仲蔵


