
：２０１８年９月１９日（水）
：笹神五頭ゴルフ倶楽部

《ＯＵＴコース白鳥》
Ｎｏ時間 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ
1 8:00 羽賀　伸久 笹神五頭 3 小林　昭二 笹神五頭 9 伊藤　彰 新津 11
2 8:09 山本　寿人 笹神五頭 7 加藤　昭 笹神五頭 7 松枝　正人 新発田城 15
3 8:18 遠藤　功 笹神五頭 15 長谷川　力男 阿賀高原 17 粟山　佳則 新発田城 20 五十嵐　弘行 笹神五頭 23
4 8:27 佐久間　直人 胎内 10 野村　啓 新潟ｺﾞﾙﾌ 10 五十嵐　賢一 笹神五頭 13 瀬籐　三男 笹神五頭 13
5 8:36 渡辺　径 笹神五頭 9 植松　保 笹神五頭 19 鶴巻　満雄 笹神五頭 21 鈴木　隆 笹神五頭 24
6 8:45 伊藤　美砂子 湯田上 7 若林　由美子 ﾉｰﾌﾞﾙ 9 鈴木　千枝子 笹神五頭 24 渡辺　玲子 笹神五頭 25
7 8:54 五十嵐　真里子 湯田上 7 岩本　一枝 柏崎 12 清水　修子 新発田城 13 前畑　美樹子 柏崎 14
8 9:03 福井　春子 柏崎 15 水科　裕子 米山水源 16 内山　佳子 新発田城 22 南須原　木美子 石地 30
9 9:12 樋口　勝彦 十日町 7 内山　隆史 新発田城 13 福井　正吾 柏崎 13 植木　久夫 笹神五頭 15
10 9:21 新井　和雄 笹神五頭 16 皆川　盛一 新津 18 神子島　且正 新津 21 小村　弘行 新津 24
11 9:30 谷川　正和 笹神五頭 12 櫛谷　教裕 新発田城 17 石本　辰夫 笹神五頭 17 金子　秀雄 石地 23
12 9:39 金子　雄一 妙高高原 4 池田　慶一 十日町 5 清水　雅春 十日町 8 荒井　雅浩 下田城 13
13 9:48 遠藤　孝 笹神五頭 9 伊藤　豪美 笹神五頭 9 小野　勉 柏崎 13 本田　義憲 柏崎 25

《ＩＮコース五頭》
Ｎｏ時間 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ 名前 所属 ＨＤ
14 8:00 今泉　誠衛 笹神五頭 7 白井　誠 笹神五頭 12 田村　春男 紫雲 14
15 8:09 伊部　和弘 笹神五頭 6 桐生　匠 新津 7 渡辺　常仁 笹神五頭 11 程　金政 櫛形 12
16 8:18 池田　強 笹神五頭 10 竹澤　康明 長岡 11 尾野間　弘 笹神五頭 19 須藤　良策 笹神五頭 24
17 8:27 白　源正 ﾖﾈｯｸｽ 6 高橋　安良 笹神五頭 7 齋藤　一則 新津 10 山澤　富夫 笹神五頭 16
18 8:36 高橋　光一 笹神五頭 15 村松　一男 新潟ｺﾞﾙﾌ 16 水吉　重幸 笹神五頭 17 渡部　一彦 笹神五頭 23
19 8:45 牧野　均 石地 13 飯田　芳広 笹神五頭 16 大慈弥　芳樹 笹神五頭 17 横田　猶一 笹神五頭 17
20 8:54 若杉　光一 笹神五頭 12 磯田　武敏 石地 17 大島　直也 石地 18 山口　正昭 笹神五頭 25
21 9:03 本間　孝三 笹神五頭 10 塚田　一博 ﾖﾈｯｸｽ 11 戸内　政明 笹神五頭 12 渡辺　臣美 越後 13
22 9:12 中村　実 笹神五頭 5 横川　充 長岡 10 立川　直哉 新津 12 小野寺　洋文 笹神五頭 13
23 9:21 眞嶋　吉一 石地 11 長谷川　利春 石地 11 小林　一寛 笹神五頭 11 瀬尾　顕吾 妙高高原 13
24 9:30 渡辺　与一 笹神五頭 14 奥村　博 笹神五頭 14 坂詰　富雄 長岡 14 片桐　政道 石地 21
25 9:39 保坂　恭久 十日町 4 丸山　文雄 妙高高原 9 今泉　正輝 石地 14 関　恒夫 十日町 14
26 9:48 竹澤　明純 長岡 3 根津　広幸 十日町 4 塩田　義行 笹神五頭 6 高橋　守男 十日町 9

◎ ハンデキャップは９月１日更新のＪＧＡ/ＵＳＧＡハンデキャップインデックスをプレーするティーグラウンドの

スロープレーティングに基づいて換算した数値（整数）です。

◎ 競技当日はハンディキャップインデックス証明書は不要です。

◎ 決勝競技の出場資格は、各競技場の出場者が確定した後、タイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式

により決定する。

◎ 決勝競技出場資格を得た選手は、「決勝競技参加申込書」を9月27日午後5時必着で申し込むこと。

・ 欠席者が出た場合、組合せを変更することがある。

・ ハーフ終了後、４０分～５０分程度のインターバルを予定しております。

・ コース内での携帯電話の使用は緊急時以外はご遠慮下さい。

・ ギャラリーの立ち入りは各スタートホールティグラウンド付近と、最終ホールのグリーン付近のみといたします。

・ 競技当日の開場時間は午前６時３０分といたします。

・ 当倶楽部は練習場がありませんので「ゴルフガーデン五頭」　TEL0250-62-0521　をご利用下さい。

開催コース

第２４回　新潟県アンダーハンディキャップ選手権競技
兼　関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権新潟ブロック大会

《注意事項》

開催日

競技委員長　長谷川　貢


