
1 7:30 小暮 広海 米澤 弥夏 篠崎 葵 加藤 凛 19 7:30 坂西 涼 上原 和 渡辺 彩心 加藤 風羽

2 7:39 森 彩乃 髙橋 美羽 木村 友香 飯島 彩湖 20 7:39 関口 美月 水戸 明里 高澤 理華 目黒 宝

3 7:48 玉木 晴子 小島 由美子 伊藤 恵里香 布川 泰子 21 7:48 五十嵐 真里子 石川 房子 石井 寿美代 鈴木 靜子

4 7:57 中山 慶子 髙井 文子 佐藤 穂波 澤田 麻里 22 7:57 伊藤 美砂子 寺島 浩子 坂井 貴子 髙橋 マサミ

5 8:06 田村 幸子 斉京 真美 泉田 琴菜 和田 栄美子 23 8:06 松木 麻子 木村 佑子 菅原 友紀 佐藤 淳子

6 8:15 髙瀬 奈穂 前畑 美樹子 仲丸 きよ枝 鈴木 直子 24 8:15 白根 幸雄 長谷川 清一 渡辺 優 石原 新一

7 8:24 兼田 主計 東城 雅夫 山澤 富夫 星野 哲男 25 8:24 鈴木 嘉道 山崎 文男 坂野 均 児玉 猛

8 8:33 生居 慎司 鈴木 靜雄 古田島 善徳 小林 豊明 26 8:33 東條 和夫 小田 忠志 小熊 登 髙橋 覚

9 8:42 筒井 勝利 柳村 冨雄 国分 要三郎 小林 繁留 27 8:42 小黒 博 浅田 忍 高木 松男 上田 参朗

10 8:51 小林 良一 中澤 徳栄 石井 洋一郎 古山 勝 28 8:51 吉原 博 水村 隆一 石田 八郎

11 9:00 源川 勝彦 鈴木 一彦 藤間 穰 29 9:00 田淵 章 照井 敏彦 白 源勇 南 文雄

12 9:09 湯浅 良一 石月 徳生 大橋 勝弘 斎藤 裕行 30 9:09 岡﨑 行雄 番場 洋一 野瀬 徳雄 長谷川 仁

13 9:18 関谷 修二 髙橋 正秋 角谷 久雄 中川 義昭 31 9:18 藤川 圭次郎 荒井 高 三澤 一男 五十君 利夫

14 9:27 佐藤 典 西村 好弘 田中 俊文 鍋谷 和夫 32 9:27 浅妻 康宏 長谷川 利春 川﨑 逸郎 西沢 久夫

15 9:36 白 源正 田澤 周二 桑原 雅明 吉村 寛 33 9:36 近 勝俊 小熊 保 平山 昭治 田澤 治司

16 9:45 深井 修次 渡辺 正 長谷川 正義 加納 賢信 34 9:45 鈴木 雅夫 佐藤 良友 石塚 正照 三間 雅道

17 9:54 塚田 一博 八幡 和男 栃澤 陽一 武田 晴夫 35 9:54 清野 喜美男 小野塚 司 塩田 義行 斎藤 久夫

18 10:03 松本 重光 三ヶ月 耕一 石田 重晴 清野 秀雄 36 10:03 阿部 勉 村木 久男 丸山 文雄 山﨑 秀行

※欠席等により、組み合わせを変更する場合があります。                                                                                                                   競技委員長  本田  一郎

※ハーフ終了後40～50分程度のインターバルがあります。

※ギャラリーのコース内立ち入りは1番、10番ティーグランド周辺及び9番、18番グリーン周辺のみといたします。

                               第6回  新潟県アマチュアゴルフグランドシニア選手権競技

組合せ
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於  中条ゴルフ倶楽部

平成30年6月14日(木)

                               第8回  新潟県アマチュアゴルフミッドシニア選手権競技
                               第21回  新潟県女子アマチュアゴルフ選手権競技
                                                兼第6回女子ミッド選手権・第6回女子シニア選手権


