
アウト【48名】 イン　【48名】
組 時間 組 時間

堀越　菊雄 尾上　博治 穐元　義和 多田　和世 菊名　浩行 久保村　誠 阿部　研二 小林　且雄

ほりこし　きくお おのうえ　ひろはる あきもと　よしかず ただ　かずよ きくな　ひろゆき くぼむら　まこと あべ　けんじ こばやし　かつお

石川　光夫 吉田　武夫 荻野　勉 守屋　繁治 田辺　昌彦 福田　聡 土屋　健次 鈴関　純樹

いしかわ　みつお よしだ　たけお おぎの　つとむ もりや　しげはる たなべ　まさひこ ふくだ　さとし つちや　けんじ すずせき　じゅんき

山川　忠男 前沢　正信 鯨井　邦夫 伊藤　明 小島　光正 吉野　新吾 橋本　和男 横島　勝一

やまかわ　ただお まえざわ　まさのぶ くじらい　くにお いとう　あきら こじま　みつまさ よしの　しんご はしもと　かずお よこしま　かついち

古屋　雅美 鈴木　悟 草野　俊正 中丸　輝男 坂原  謙二 山本　博英 髙橋　聡 栗田　篤

ふるや　まさみ すずき　さとる くさの　としまさ なかまる　てるお さかはら　けんじ やまもと　ひろひで たかはし　さとる くりた　あつし

大久保　秀樹 磯川　康司 並木　孝之 細沼　実 西谷　憲之 宮原　優 小島　正行 赤藤　修司

おおくぼ　ひでき いそかわ　こうじ なみき　たかゆき ほそぬま　みのる にしたに　のりゆき みやはら　まさる こじま　まさゆき しゃくとう　しゅうじ

佐藤　春和 山口　善郎 佐野　元彦 廖　挺毅 一色　良秋 谷島　稔 小川　覚太郎 淵　健二

さとう　はるかず やまぐち　よしろう さの　もとひこ りよう　ていぎ いっしき　よしあき やじま　みのる おがわ　かくたろう ふち　けんじ

大島　紀夫 竹越　俊夫 井上　雅裕 山田　一郎 百田　桂一 留目　康守 大野　裕史 采谷　豊

おおしま　のりお たけごし　としお いのうえ　まさひろ やまだ　いちろう ももだ　けいいち とどめ　こうじゅ おおの　ひろふみ うねや　ゆたか

山本　龍翆 中西　義男 岩崎　勤 中村　俊一 東　英樹 髙原　伸之 有村　利広 福井　誠治

やまもと　りゅうすい なかにし　よしお いわさき　つとむ なかむら　しゅんいち あずま　ひでき たかはら　のぶゆき ありむら　としひろ ふくい　せいじ

林　善彦 波多野　巌 齊野　正昭 金丸　保 田中　道浩 永井　正行 武田　政志 吉原　邦陽

はやし　よしひこ はたの　いわお さいの　まさあき かなまる　たもつ たなか　みちひろ ながい　まさゆき たけだ　まさし よしわら　くにはる

松尾　正巳 林　三郎 大川戸　弘治 荒井　貞雄 一橋　秀幸 池上　寛 佐藤　元重 斎藤　順彦

まつお　まさみ はやし　さぶろう おおかわど　ひろはる あらい　さだお ひとつばし　ひでゆき いけがみ　ひろし さとう　もとしげ さいとう　よりひこ

前田　正雄 丸山　仁克 横田　悦男 小林　徳弘 山中　幹之 川口　一晃 寺坂　周泰 達城　基之

まえだ　まさお まるやま　よしかつ よこた　えつお こばやし　とくひろ やまなか　みきゆき かわぐち　かずあき てらさか　のりひろ たつしろ　もとゆき

斉藤　友直 小林　正志 關橋　光一 秋山　肇 照山　直樹 井澤　雅三 増渕　均 村田　正彦

さいとう　ともなお こばやし　まさし せきはし　こういち あきやま　はじめ てるやま　なおき いざわ　まさみ ますぶち　ひとし むらた　まさひこ

選手各位

１．当日は6:30開場、7:00受付開始です。スタートの40分前までに受付をお済ませ下さい。 競技終了後、各部門とも優勝から３位まで表彰致します。
２．組み合わせは、欠席等により変更になる場合があります。ご了承ください。 ※写真撮影やインタビューにご協力下さい。
３．欠席は6月17日までは埼玉新聞社（℡：048-795-9932）

　　6月18日以降は飯能ゴルフクラブ（℡：042-972-3680）へご連絡下さい。

12 9:17 川口市 さいたま市 川越市 さいたま市2 9:17 東松山市 美里町 飯能市 熊谷市

11 9:10 草加市 さいたま市 深谷市 吉川市1 9:10 所沢市 深谷市 狭山市 さいたま市

10 9:03 狭山市 川越市 川越市 越谷市10 9:03 上尾市 さいたま市 飯能市 北本市

9 8:56 川口市 戸田市 狭山市 東松山市9 8:56 朝霞市 さいたま市 日高市 長瀞町

8 8:49 上尾市 寄居町 羽生市 伊奈町8 8:49 皆野町 熊谷市 吉見町 入間市

7 8:42 加須市 入間市 熊谷市 幸手市7 8:42 ときがわ町 行田市 さいたま市 新座市

6 8:35 さいたま市 狭山市 吉見町 上尾市6 8:35 富士見市 飯能市 所沢市 熊谷市

5 8:28 加須市 志木市 飯能市 川越市5 8:28 入間市 毛呂山町 熊谷市 滑川町

4 8:21 川口市 川口市 さいたま市 東松山市4 8:21 深谷市 蓮田市 三郷市 川島町

3 8:14 長瀞町 さいたま市 加須市 さいたま市3 8:14 さいたま市 桶川市 熊谷市 さいたま市

2 8:07 所沢市 入間市 ふじみ野市 鳩山町

吉川市 本庄市 川越市 久喜市

2 8:07 川島町 坂戸市 羽生市 秩父市

1 8:00 さいたま市 和光市 さいたま市 鶴ヶ島市 1 8:00

第３７回　埼玉県シニアゴルフ選手権大会
◆令和４年６月２０日（月）　　◆飯能ゴルフクラブ　　【96名参加】

                     シニアの部：56名
          グランドシニアの部：40名

ティーショットの際に音を立てない、パッティングの際は対角線上の前、後ろには立たないようお願いします。


