
組 スタート 期 キャディ

1 7:14 90 嶋田雄二 森田 宏 吉田 崇

2 7:21 90 清水敬浩 大井晋介 石橋 修

3 7:28 86 潮　健一 佐藤雄一 猿谷忠弘 宮澤哲哉

4 7:35 86 上村明弘 小山重幸 丸岡 智

5 7:42 84 武井　務 北村紀彦 五明史之 中村 修

6 7:49 82 野口俊康 井田伸一 田中　大 藤原　秀生

7 7:56 82 小西克哉 竹部兼太郎 宮本泰明 山田剛史

8 8:03 82 江原義雄 北嶋忠継 関根秀仁 早川重幸

9 8:10 80 青栁 裕 新井 厚 黒田　勝 角張敏郎

10 8:17 80 稲田智秀 樋口哲雄 宮原一雄 高橋 勇

11 8:24 80 吉井 剛 櫻井克裕 佐藤寛直 三井正義

12 8:31 78 佐藤 貢 吉原 正 中山雅史  村田光宏（80期）

13 8:38 78 熊井戸浩一 割田誠也 中里博彦 田中千秋

14 8:45 77 江原 功 小林 均 松本　基志 大熊徳也

15 8:52 76 佐藤真澄 片野秀明 清水俊夫 清水一郎

16 8:59 68 庭田登志男 小林良明 根岸博昭 市川　彰

17 9:06 62 大畠公夫 桜井 勝 江原千昭 小嶋詳司

18 9:13 62 滝沢政吉 加藤勝二 遠藤　潤 川手義昭

19 9:20 60 林 弘二 有田喜一 丸山功一 細谷紀昭

20 9:27 56 相原 武 櫻井 弘 立見壽士 塚越　健 〇

21 9:34 70 鈴木貞男 今井隆一 谷 一行 遠山　昇（79期）

22 9:41 74 田口恵一 須田和正 篠崎 聡 上原秀秋

23 9:48 74 久保田　芽 中野秀彦 武井正彦 高橋義昭

24 9:55 74 脇 俊策 森　和博 松本文和 清水義典

25 10:02 92 宮石喜康 黒崎成男 滝澤秀行 横田裕正

※太字はサンコー72CCの会員です。 　　（敬称略）

赤城

第27回高崎高校同窓会ゴルフ大会組合せ表

2021年5月23日（日）　サンコーCC72　　赤城コース　→　榛名コース



組 スタート 期 キャディ

1 7:14 89 石曽根 章 後藤　徹 平野俊哉

2 7:21 89 富澤健史 漆崎理也 大塚哲也

3 7:28 89 沼野藤雅 清水直樹 高橋洋二

4 7:35 87 後閑英征 小林克己 櫻井健一 真清　勉

5 7:42 87 山本博紀 湯本 剛 吉田 靖 甲斐俊輔

6 7:49 85 富田和弘 信沢康一 小林史明 井上英之

7 7:56 85 大田部 功 樋口徹也 宝生一成 清水　威

8 8:03 85 木内寛樹 平柳圭司 生井清孝 今井謙一郎

9 8:10 81 吉田和人 渡辺俊裕 松村忠彦 岸　亮

10 8:17 81 保坂雅樹 光山直之 岩井　均 田中宏巳

11 8:24 81 川鍋太志 大河原賢二 佐野孝行 市川和久

12 8:31 75 鈴木康正 松本博嵩 相田 淳

13 8:38 75 島田雅典 多胡友弘 児玉太郎彦 佐藤康彦

14 8:45 73 鳥居吉二 清水康之 原田和之 堀口　順

15 8:52 73 安部基彦 新井睦朗 中村康晴 瀧澤邦夫

16 8:59 63 高橋善六 半田　聡 町田　定 立見友孝

17 9:06 69 小板橋　宏 清水義明 長井康博

18 9:13 69 高山勝彦 清水 武 中山 亘

19 9:20 69 田島　優 吉野 勉 片山哲也

20 9:27 57 小野敦美 福田 弘 小林二郎 ○

21 9:34 57 小池脩夫 小池紀昭 加部欽也 飯島 勇

22 9:41 71 大山駿作 戸塚浩二 松田　尚

23 9:48 71 桜澤 勉 亀田恒義 梁瀬健治 新井開三九

24 9:55 71 堤　康高 猿谷亮司 小板橋　洋 高橋政之

25 10:02 72 梅山知一 新井和男 中島文明 高橋正光

26 10:09 91 清水　元 静野正幸 丸山卓司 井野周平

※太字はサンコー72CCの会員です。 　　　（敬称略）

榛名
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