
組 時　間 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 組 時　間 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

古市　衛良 ※ 原田　建実 ※ 石塚　正照 ※ 岩田　聖明 平元　岳 ※ 澁谷　博 ※ 磯谷　三三
糸魚川ＣＣ 日本海ＣＣ 米山水源ＣＣ 糸魚川ＣＣ ＮＧＡ会員 米山水源ＣＣ 米山水源ＣＣ

丸田　寛之 ※ 清水　正芳 水澤　幸市 ※ 水野　英之 猪股　正紀 手塚　誠 ※ 弓納持　晴男 ※ 岡本　弘
中峰ＧＣ グリーンヒル長岡ＧＣ 米山水源ＣＣ 米山水源ＣＣ 糸魚川ＣＣ 妙高ＣＣ 米山水源ＣＣ 米山水源ＣＣ

※ 岩坂　聖一 ※ 髙山　喜雄 山屋　隆一 ※ 中川敏正 ※ 鴨居　進 ※ 長谷川　勝彦 ■　若松　利晴 ※ 大嶋　宏人
グリーンヒル長岡ＧＣ 米山水源ＣＣ ヨネックスＣＣ 妙高サンシャインＧＣ 松ケ峯ＣＣ 米山水源ＣＣ 米山水源ＣＣ

※●　宮沢　重夫 萩澤　哲也 ※ 白　源正 ※ 近藤　保弘 佐藤　秀明 高野　敏昭 相波　純 ※ 小林　道夫
松ケ峯ＣＣ グリーンヒル長岡ＧＣ ヨネックスＣＣ 米山水源ＣＣ 小千谷ＣＣ グリーンヒル長岡ＧＣ 石地シーサイドＣＣ 米山水源ＣＣ

※ 北村　和秋 ※●　倉石　和彦 竹馬　正広 森　博喜 小林　郷子 水科　裕子 ■　篠崎　葵
石地シーサイドＣＣ 妙高サンシャインＧＣ 長岡ＣＣ ＮＧＡ会員 柏崎ＣＣ 米山水源ＣＣ

小池　栄子 前畑　美樹子 ■　田島　凛 仲丸　きよ枝 福井　春子 前澤　エミ ■　水戸　明里
米山水源ＣＣ 柏崎ＣＣ 越後ＧＣ 柏崎ＣＣ 米山水源ＣＣ

伊藤　美砂子 小菅　園恵 ■　高澤　理華 松木　麻子 和田　栄美子 弓納持　久子 ■　木村　友香
湯田上ＣＣ 米山水源ＣＣ 紫雲ＧＣ 中条ＧＣ 糸魚川ＣＣ

清野　泉 小島　由美子 土田　さよ子 ■　渡辺　彩心 横山　イツ子 髙井　文子 ■　加藤　風羽
十日町ＣＣ 日本海ＣＣ ヨネックスＣＣ 妙高ＣＣ 中峰ＧＣ

田村　幸子 澤田　麻里 大嶋　安子 ■　上原　和 中山　慶子 高瀬　菜穂 ■　髙橋　美羽
紫雲ＧＣ 櫛形ＧＣ 糸魚川ＣＣ 紫雲ＧＣ 糸魚川ＣＣ

木村　佑子 斉京　真美 相澤　理恵 ■　小暮　広海 五十嵐　真里子 玉木　晴子 清水　修子 ■　森　彩乃
柏崎ＣＣ ＮＧＡ会員 イーストヒルＧＣ 湯田上ＣＣ ＮＧＡ会員 新発田城ＣＣ

※ 青栁　敏夫 ※ 白濱　秀樹 小宮山　浩二 牧井　智宏 ※ 阿部　勉 関　友成 ※ 高野　亮一 小林　肇
大新潟ＣＣ　出雲崎 長岡ＣＣ ヨネックスＣＣ 米山水源ＣＣ 米山水源ＣＣ 石地シーサイドＣＣ 柏崎ＣＣ ヨネックスＣＣ

※ 澤田　宏幸 石坂　猛 ※ 日馬　剛 小林　宏幸 ※ 三ヶ月　耕一 横田　秀国 ※ 金子　義明 戸松　彰
櫛形ＧＣ 十日町ＣＣ 米山水源ＣＣ ヨネックスＣＣ イーストヒルＧＣ 米山水源ＣＣ 長岡ＣＣ 中条ＧＣ

※ 本間　義和 佐藤　彰城 ※ 宮澤　雅則 ※ 浅田　忍 ※ 星野　節二 ※ 清水　邦彦 ※ 林　典昭 上山　雄一
中条ＧＣ ノーブルウッドＧＣ 米山水源ＣＣ 長岡ＣＣ 長岡ＣＣ 米山水源ＣＣ グリーンヒル長岡ＧＣ ノーブルウッドＧＣ

※ 髙村　伸吾 小林　聡 白　晃栄 ※ 鈴木雅夫 ※ 梅澤　清行 ※ 櫻井　誠 ※ 吉村　寛 ※ 青木　正直
妙高ＣＣ ノーブルウッドＧＣ ヨネックスＣＣ 下田城ＣＣ 糸魚川ＣＣ 越後ＧＣ 日本海ＣＣ 阿賀高原ＧＣ

野田　富勝 福田　一美 ※ 長谷川　正義 ※ 木南　純一 ※ 小山　昭男 田中　寿幸 ※ 川端　和憲 ※ 上村　拓嗣
ノーブルウッドＧＣ 新津ＣＣ 日本海ＣＣ 米山水源ＣＣ 妙高サンシャインＧＣ イーストヒルＧＣ 小千谷ＣＣ 中峰ＧＣ

※ 塩田　耕郎 志賀　剛 和田　亮 ※ 室橋　丈司 松井　源太 ※ 鈴木　靜雄 西脇　豊 金子　満
ノーブルウッドＧＣ ＮＧＡ会員 紫雲ＧＣ 妙高ＣＣ 越後ＧＣ 中条ＧＣ グリーンヒル長岡ＧＣ 米山水源ＣＣ

※ 野上　文範 ※ 国分　要三郎 桐生　匠 ■　戸松　仁 ※ 三母　英二 ※ 東條　和夫 小松原　健 黒石　公一
小千谷ＣＣ 大新潟ＣＣ　出雲崎 新津ＣＣ 日本海ＣＣ 新津ＣＣ イーストヒルＧＣ 松ケ峯ＣＣ

※ 山宮　秀一 ※ 東城　雅夫 長谷川　剛広 木下　裕貴 ※ 生居　慎司 坂上　一弥 ※ 佐藤　光明 金子　雄一
湯田上ＣＣ 日本海ＣＣ 石地シーサイドＣＣ ノーブルウッドＧＣ 日本海ＣＣ 胎内高原ＧＣ 新津ＣＣ 妙高高原ＧＣ

※ 古澤　一義 ※ 井上　伸一 ※ 吉田　正 渡辺　泰一郎 竹田　裕司 ■　桐生　慎太郎 ※ 吉岡　泰志
米山水源ＣＣ 日本海ＣＣ 米山水源ＣＣ 日本海ＣＣ 妙高ＣＣ 大新潟ＣＣ　出雲崎

目黒　学 ※ 幸田　明 ※ 佐久間　直人 石曽根　昇 ※ 深井　修次 渡邊　宏治 ※ 宍戸　英明 諸橋　陽介
日本海ＣＣ 中峰ＧＣ 胎内高原ＧＣ 妙高サンシャインＧＣ 長岡ＣＣ 妙高ＣＣ ノーブルウッドＧＣ 下田城ＣＣ

横川　修平 ■　五十嵐　将矢 ※ 佐藤　俊明 山﨑　之寛 渡邊　秀吉 ※ 本間　勝 ※ 石川　陽一 　■　中川　孝弘
松ケ峯ＣＣ 下田城ＣＣ 中条ＧＣ 中条ＧＣ 新発田城ＣＣ イーストヒルＧＣ

1.欠席者が出た場合、組合せを変更する場合があります。 6.※は、男子シニアです。

2.競技終了後、表彰式を行いますので必ずご出席ください。 7.■印は県月例競技会対象外です。
3.ハーフ終了後、インターバルは40分程度ございます。 8.●印はＮＧＡ競技会対象外です。
4.全組セルフプレーとなります。
5.ギャラリーの立入はスタートホールのティーグランド付近とNO.9、NO.18のグリーン付近と致します。

競技委員長　　鈴木　勝也

20 10:02 41 10:02

21 10:10 42 10:10

18 9:46 39 9:46

19 9:54 40 9:54

16 9:30 37 9:30

17 9:38 38 9:38

14 9:14 35 9:14

15 9:22 36 9:22

12 8:58 33 8:58

13 9:06 34 9:06

10 8:42 31 8:42

11 8:50 32 8:50

8 8:26 29 8:26

9 8:34 30 8:34

6 8:10 27 8:10

7 8:18 28 8:18

4 7:54 25 7:54

5 8:02 26 8:02

2 7:38 23 7:38

3 7:46 24 7:46

1 7:30 22 7:30

6月度新潟県月例競技会　兼　第14回　ＮＧＡ新潟県ゴルフ競技会　組合せ表
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米山水源カントリークラブ


