
［ＯＵＴスタート］ 平成29年10月14日
於：豊科カントリー倶楽部

時間 氏名 氏名 氏名 氏名

ﾂﾁﾔ　ﾄｼﾐ ﾑﾗｶﾐ　ｷﾖｺ ｺﾏﾂ　ﾋﾛｺ ﾅｵｲ　ｽﾐﾖ

土屋　敏美 村上喜代子 小松　弘子 直井　純代
（あららぎ） （立科･望月） （松本浅間） （諏訪レイクヒル）

ｱﾔﾉ　ｽﾐｴ ﾏﾙﾔﾏ  ﾐﾁｺ ﾃﾂﾞｶ　ｱｲﾘ ｲﾜｻﾜ　ﾔｴｺ

綾野寿美枝 丸山みち子 手塚あいり 岩澤やえ子
（飯田） （豊科･日向山･あづみ野･中央道晴ヶ峰） （立科） （富士見高原）

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾒｸﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕﾀｶ ｲｻﾞﾜ　ﾖｳｺ ｳﾁﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ

小林　　恵 小林ゆたか 伊沢　洋子 内田　純子
（中央道晴ヶ峰） 第18･20回優勝 （諏訪レイクヒル） （諏訪レイクヒル）

ｲﾄｳ　ｷﾗﾗ ｵｶﾞﾜﾗ　ｱｷ ﾍﾞｯﾌﾟ　ｻｵﾘ ﾌｶｻﾞﾜ　ｹｲｺ

伊藤きらら 小川原　秋 別府　砂織 深沢　恵子
（塩嶺）第22回優勝 （穂高･松本･蓼科高原･豊科）第19回優勝 （丸子グラン･サニー） （日向山）

ｺﾞﾔ　ﾄﾓﾕｷ ｺﾞｼﾏ　ﾄｼﾎ ｵｵﾉ　ｺｳｼﾞ ﾕｻﾞﾜ　ｼｮｳｼﾞ

呉屋　朝幸 五島　稔保 大野　弘治 湯澤　昭二
（蓼科東急） （茶臼山） （御岳） （信濃）

ﾊﾏ　ｾｲﾉｽｹ ﾓﾘｲｽﾞﾐ　ﾃﾂｵ ﾁﾉ　ﾀﾀﾞﾖｼ ｸﾛｲﾜ  ﾏﾓﾙ

浜　整之介 森泉　哲夫 千野　忠良 黒岩　　護
（三井の森蓼科） （佐久春日野） （望月東急） （信濃･望月･長野国際）

ｳﾁﾎﾞﾘ　ﾋﾃﾞｼﾞ ﾃﾗｵ　ﾌｼﾞﾉﾘ ｽﾔﾏ　ｱｻｵ ﾌｼﾞｻﾜ　ｶｵﾙ

内堀　秀司 寺尾　藤則 須山　朝雄 藤澤　　薫
（サニー） （立科・サニー） （豊科） （諏訪レイクヒル）
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ　ﾐﾉﾙ ﾅｶﾔﾏ　ﾄｼｵ ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾕｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛｼ

小金澤　稔 中山　敏夫 藤森　勇一 小林　博司
（大浅間） （丸子グラン） （中央道晴ヶ峰） （豊科）
ﾀｶﾔﾏ  ｹﾞﾝｲﾁ ｲﾜﾅﾐ　ﾊｼﾞﾒ ｶﾊﾞｻﾜ　ﾄｼｶｽﾞ ﾏﾂﾓﾄ　ｶﾂｼﾞ

高山　源市 岩波　　肇 樺澤　俊和 松本　勝治
（川中嶋･千曲高原･ウィーゴ･長野･諏訪湖） （富士見高原）第18･19･20･21･22回優勝 （蓼科高原） （信州伊那国際）

ｺﾊﾞﾔｼ　ｲﾁｿﾞｳ ﾔﾏｷﾞｼ　ﾔｽﾕｷ ﾄｳﾎﾞｳ　ﾀｶﾕｷ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｲｾｲ

小林　一三 山岸　靖幸 東方　貴之 川口　泰正
（丸子グラン･サニー） （信濃） （望月） （隨縁軽井沢）

ｴﾓﾄ　ﾏｺﾄ ﾎﾘ  ﾄｵﾙ ｼﾏﾀﾞ　ﾀｶﾉﾘ ｺﾔﾏ　ﾋﾛﾐﾂ

江本　日東 堀　　　徹 島田　貴規 小山　宏充
（松本浅間） （浅間高原） （長野国際） （長野･ウィーゴ）
ｽｷﾞｳﾗ　ﾅﾘｱｷ ｼﾊﾞﾀ　ﾋﾛﾀﾀﾞ ﾊﾔｼ　ﾋﾛﾕｷ ﾏｴｼﾞﾏ　ｺｳｽｹ

杉浦　成亮 柴田　洋忠 林　　弘之 前島　幸輔
（あららぎ） （飯田） （あららぎ） （中央道晴ヶ峰）

ﾀﾅｶ　ﾀｶﾕｷ ｼﾐｽﾞ　ｿｳｲﾁ ｽﾗｻｸ　ﾗｯﾀﾅﾝ ｵﾘｲ　ｼｮｳﾀ

田中　孝幸 清水　宗一 ｽﾗｻｸ ﾗｯﾀﾅﾝ 織井　昭汰
（立科） （木曽） （豊科） （信州伊那国際）第22回優勝
ｵｵｲ　ﾕｷｵ ｶﾀｾ　ﾋﾛﾕｷ ｲﾄｳ　ﾏｻｱｷ ｵｵﾊﾗ　ｶｽﾞﾅﾘ

大井　幸雄 片瀬　博幸 伊藤　雅章 大原　一成
（千曲高原） （穂高） （長野国際） （豊科）
ｳﾒｻﾞﾜ  ﾀｹﾋｺ ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾔ ﾖｺﾄ　ﾕｳｼﾞ ﾐﾔｼﾞﾏ　ｶｽﾞﾏ

梅澤　武彦 髙橋　昌也 横戸　祐司 宮島　一馬
（蓼科東急） （サニー） （豊科） （塩嶺）

［ＩＮスタート］

時間 氏名 氏名 氏名 氏名

ｺﾏﾂ　ﾌｻﾄﾓ ﾄﾔ　ﾖｼﾉﾘ ﾊﾔｼ　ｼｮｳｼﾞ ｲﾉｳｴ　ｻﾀﾞﾀｶ

小松　房友 外谷　義則 林　　正次 井上　貞孝
（諏訪湖） （飯綱高原） （飯田･信州伊那国際） （あららぎ･飯田）
ﾄｸﾀｹ　ｶｽﾞｵﾐ ｸﾎﾞﾀ　ｶｽﾞﾕｷ ｼﾐｽﾞ　ﾋｻﾐ ﾊﾗﾀﾞ　ﾋﾃﾞｵ

徳竹　一臣 窪田　一幸 清水　久徴 原田　英男
（長野国際） （望月東急） （佐久平） （あづみ野）
ｸﾆﾋﾛ　ｼｮｳｲﾁ ｲﾄｳ  ｹﾝｼﾞ ﾆｼｻﾞﾜ　ｹﾝｼﾞ ﾐﾉﾜ　ﾔｽｵ

国広　正一 伊藤　謙二 西澤　健司 箕輪　康男
（日向山） （松本） （穂高） （望月）
ﾊﾗ　ﾄｼﾋﾛ ｲｻﾞﾜ　ﾕｳ ｵｶﾀﾞ　ﾏｻﾄﾗ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｶﾉﾘ

原　　年弘 伊沢　　裕 岡田　将虎 近藤　隆典
（信州伊那国際） （中央道晴ヶ峰） （飯綱高原） （木曽駒高原）

ﾔﾏｳﾗ　ﾏｻﾋｺ ﾓﾘﾑﾗ　ｺｳｼﾞ ﾑﾗｶﾐ　ﾄｵﾙ ﾏｽﾀﾞ　ﾋﾛｼ

山浦　雅彦 森村　光二 村上　　徹 増田　　博
（佐久春日野） （穂高） （蓼科高原） （松本浅間）

ｲﾁﾉｾ　ﾏｻﾂｸﾞ ｱｶﾊﾈ　ﾋﾛﾏｻ ｲﾜﾊﾗ　ｱﾂｼ ﾖｼｺﾞｴ　ｵｻﾑ

一之瀬方賛 赤羽　宏優 岩原　厚史 吉越　　修
（菅平グラン）第18回優勝 （諏訪レイクヒル） （あづみ野） （望月）

第２３回グランドクラブチャンピオンゴルフ選手権大会　決勝組合せ
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