
令和元年11月10日 小堤マレットゴルフ場
順位 賞 県外賞 男性氏名 女性氏名 地区名 スコア

1 優勝 大橋　義光 矢島美知子 古河市 142

2 準優勝 菅谷　春男 中根　幾子 古河市 144

3 ３位 武井　康一 宮本文美子 古河市 144

4 ４位 島田　作二 知久　和子 古河市 146

5 ５位 薄井　光夫 鮎川しづ子 古河市 146

6 敢闘賞  県外１ 吉田　　弘 吉田　尚代 新座市 146

7 敢闘賞  藤田　　健 舘野八重子 古河市 147

8 敢闘賞  亀山　 　強 志賀　幸江 古河市 149

9 敢闘賞  石橋　義孝 須田美百子 古河市 150

10 敢闘賞 宇都木　昭二 荒木ふじ江 古河市 150

11 平　行　賞 小野里善次郎 初見よしの 古河市 150

12 佐藤　 　栄 星野　早苗 古河市 151

13 し　が　賞 長濱　捷次 関口　愛子 古河市 151

14 大会記念賞 富樫　　渉 長岡　和枝 古河市 152

15 飛　　賞 北島　 　栄 石田せつい 古河市 152

16 特別賞 石山　 　巌 関   　静子 古河市 152

17 ラッキー賞 県外２ 栗原　　勉 横越久美子 川越市 153

18 池の平ホテル賞 武田　尚雄 関　フジ子 古河市 153

19 県外３ 高村　　信 犬飼いづみ 池の平グループ 153

20 飛　　賞 覚田　光昭 梅山八重子 古河市 153

21 当　日　賞 久保　靖雄 森田　みす 新座市 153

22 平　行　賞 内野　好和 竹田　幸子 川越市 154

23 し　が　賞 若宮　益司 鈴木千代子 古河市 154

24 大会記念賞 秋庭　仙三 菅谷百合枝 古河市 154

25 飛　　賞 知久　   徳 杉田　光子 古河市 155

26 特別賞 須永　三男 須永　時子 東松山市 155

27 ラッキー賞 千代田功伍 千代田公子 東松山市 155

28 池の平ホテル賞 山中  　　宏 石井久美子 古河市 155

29 内田　宗一 内田　綾子 川越市 155

30 飛　　賞 小塚　茂 山中もと子 古河市 155

31 池の平ホテル賞 鈴木　明彦 鈴木　朋子 江東区 155

32 木戸　 　巌 渡辺由紀子 古河市 156

33 平　行　賞 岡村　正行 木戸みい子 古河市 156

34 大会記念賞 大島　宏之 伏木　光江 古河市 156

35 飛　　賞 田沼　康男 長竹　裕子 古河市 156

36 特別賞 石原　盛雄 石原ひろ子 新座市 156

37 ラッキー賞 石井　清隆 西脇　廸子 古河市 156

38 池の平ホテル賞 滝沢　　　武 阿知和京子 古河市 157

39 印出　武久 藤白よしえ 古河市 157

40 飛　　賞 清野武男子 長濱　君江 古河市 158

41 池の平ホテル賞 深沢   　勝 岩田しづ子　 古河市 158

42 野口　　 武 斉藤　公子 東松山市 158

43 し　が　賞 島崎　敬蔵 戸ヶ崎和美 新座市 159

44 平　行　賞 坂巻　誠治 前川　栄子 川越市 159

45 飛　　賞 鐘ヶ江繁富 高橋　幸子 川越市 160

46 特別賞 相沢　春雄 小松原貴美子 古河市 160

47 ラッキー賞 芝田　安幸 工藤　和江 川越市 162

48 池の平ホテル賞 柴田　勝利 相崎　孝子 新座市 162

49 初見新太郎 高橋　泰子 古河市 162

50 飛　　賞 土屋　全継 藤井きみ子 新座市 162

51 池の平ホテル賞 小松原　誠 染谷すみ子 古河市 162

52 森本　勝利 林　　 明子 川越市 163

53 し　が　賞 島田　敏夫 町田　ツキ子 古河市 164

54 大会記念賞 上杉　  　昇 小山　久子 川越市 164

55 飛　　賞 冨田三千雄 村崎フク子 牛久市 164

56 特別賞 長野 　　薫 鈴木　佳子 川越市 165

57 ラッキー賞 木田　靖雄 馬場まさ子 東松山市 165

58 小林　正治 丹澤　洋子 東松山市 166
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順位 賞 県外賞 男性氏名 女性氏名 地区名 スコア
59 岩黒　永興 牧田かなえ 川越市 167

60 飛　　賞 内田　 　實 内田　正子 東松山市 168

61 池の平ホテル賞 高野　光男 野坂　和子 川越市 168

62 今福　雅洋 今福　邦子 川越市 168

63 し　が　賞 岡本　洋右 利根川登美子 東松山市 168

64 大会記念賞 榎本　　 操 田中由紀子 東松山市 168

65 飛　　賞 増尾　育三 増尾とみ子 東松山市 169

66 平　行　賞 関　 　 　寛 吉葉きよの 古河市 170

67 ラッキー賞 酒本　智由 江森ヒデ子 東松山市 170

68 村松　悦雄 柴田きよ子 川越市 170

69 関根　保夫 田中とよ子 東松山市 171

70 飛　　賞 栗原　   茂 栗原　絹子 川越市 171

71 池の平ホテル賞 中村　哲也   井手　静子　 川越市 172

72 鈴木　昭隆 山本きく江 草津 172

73 し　が　賞 土橋　元春 土橋　せつ 東松山市 173

74 大会記念賞 小林　文男 小林しくや 川越市 173

75 飛　　賞 高橋　俊治 高橋　イネ 新座市 175

76 青木　正義 内田　信子 川越市 176

77 平　行　賞 木村　重和 小塚　照子 川越市 177

78 中田　耕一 松浦みよ子 草津 177

79 木村　茂光 若月　末子 江東区 178

80 飛　　賞 皆川　 　栄 村越　和子 川越市 178

81 池の平ホテル賞 穂積　 　茂 高橋　幸江 川越市 179

82 吉川　雄二 加藤　弘子 江東区 180

83 し　が　賞 飯島　正巳 飯島　秋子 池の平グループ 180

84 大会記念賞 磯前　圭司 臼井　京子 東松山市 180

85 飛　　賞 松崎　浩吉 松崎　久代 東松山市 182

86 関　　 勇作 関　　 文子 江東区 183

87 ラッキー賞 矢島　一夫 森屋きく枝 東松山市 183

88 平　行　賞 山口　詔二 堀越美智子 東松山市 184

89 佐藤　九市 佐藤　順子 牛久市 184

90 飛　　賞 貫井　勝雄 鈴木　洋子 新座市 185

91 池の平ホテル賞 行田　孝夫 行田　優子 川越市 185

92 石附　　 勉 宮嶌　威子 江東区 186

93 し　が　賞 清水　　 享 清水　正恵 牛久市 186

94 大会記念賞 宇都宮熊明 宇都宮きい子 牛久市 186

95 飛　　賞 福田　忠嗣 福田　照子 牛久市 187

96 北　  　　修 佐藤　俊子 江東区 188

97 ラッキー賞 大久保一男 関　久美代 東松山市 188

98 清水　金蔵 清水　洋子 竹の塚 188

99 平　行　賞 千葉　安治 今村　勝子 江東区 189

100 飛　　賞 亀山　利彦 亀山　正栄 川越市 189

101 瀬高勝治郎 瀬高　久子 牛久市 190

102 清水　七郎 近藤　みよ 川越市 190

103 し　が　賞 小西　正雄 小西　幸子 牛久市 190

104 大会記念賞 門馬章一郎 殿岡カズ子 川越市 191

105 飛　　賞 風戸　　栄 長谷川春江 江東区 191

106 大澤　洋一 醍醐きみ子 牛久市 192

107 ラッキー賞 中山　  　茂 山田　敦子 江東区 193

108 佐藤　行夫 佐藤まつ子 牛久市 194

109 菅原　喜昭 菅原　保子 牛久市 194

110 飛　　賞 平野  　　茂 平野　清子 江東区 195

111 平　行　賞 深谷　瀧男 深谷　幸子 牛久市 195

112 杉森　弘之 高野　絢子 牛久市 201

113 し　が　賞 渡邊　数巳 井上久美子 江東区 201

114 大会記念賞 宮原　重則 村松のぶ子 江東区 204

115 飛　　賞 阿部　久信 古畑　孝子 江東区 207

116 BB賞 小野　雅久 白石　キミ 江東区 214

117 BBM賞 井上　勳男 伊藤美津枝 牛久市 214
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