
スタート時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 スタート時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 7:30 佐藤 由之 村山 篤史 廣田 圭助 22 7:30 髙村 伸吾 志村 英樹 相田 知巳

2 7:38 甲崎 登也 小林 秀亮 白濱 秀樹 幸田 明 23 7:38 石丸 佳彦 水澤 幸市 丸田 純 熊倉 克直

3 7:46 小日向 哲彦 金子 則夫 星野 節二 24 7:46 羽廣 重夫 田口 孝志 上山 雄一 山本 寿人

4 7:54 塩田 義行 斉藤 公基 竹馬 正広 関 知成 25 7:54 目黒 球童 松井 源太 高橋 安良 佐藤 一喜

5 8:02 岩崎 一 工藤 一大 西脇 豊 藤巻 秀規 26 8:02 福原 晋平 須崎 淳 池 由哉 長谷川 仁

6 8:10 齋藤 満寿美 小玉 哲禎 清水 正芳 石本 哲也 27 8:10 梅澤 清行 塚田 博 松崎 素広 新保 夏雄

7 8:18 山口 昭夫 古海 信昭 川崎 治 石黒 展行 28 8:18 池田 慶一 竹田 裕司 中山 英明 小林 敬治

8 8:26 星野 均 高橋 久志 坂詰 隆一 小田 祥平 29 8:26 小山 昭男 金子 義明 堀 智貴 長谷川 修

9 8:34 浅田 忍 平元 岳 見田 和也 朝倉 裕治 30 8:34 山﨑 之寛 保坂 恭久 吉原 林 石川 陽一

10 8:42 渡辺 翔太 戸松 彰 斉藤 史晶 山口 浩二 31 8:42 竹澤 明純 高桑 隆弘 富澤 肇 武藤 剛

11 8:50 建守 千都 星野 正法 黒崎 博志 長井 博之 32 8:50 佐藤 秀明 髙橋 克也 坪川 和樹 白 晃栄

12 8:58 目黒 学 加藤 仁 岡庭 篤 大瀧 徹也 33 8:58 阿部 匡伺 横田 秀国 和泉 吉郎 田中 寿幸

13 9:06 末広 大地 大桃 祐介 成井 雄太 内山 洋一 34 9:06 猪股 正紀 藤岡 和彦 江口 徹 篠田 順治

14 9:14 金子 隆博 小林 茂一郎 木島 拓人 堀 文明 35 9:14 野田 富勝 渡辺 清明 関川 卓至 羽賀 伸久

15 9:22 渡辺 衛 吉井 光憲 古市 衛良 橋詰 海斗 36 9:22 高橋 憲介 杉本 達也 小町 均 堀 安男

16 9:30 鴨居 進 吉岡 大輔 佐藤 友哉 古城 勝彦 37 9:30 中村 実 樋口 勝彦 雨木 隆昭 佐藤 光明

17 9:38 椎谷 聡 山田 正 井上 哲也 山田 秀喜 38 9:38 川端 和憲 堀田 早人 深海 隆義 藤田 圭一郎

18 9:46 小松原 健 小島 達也 渡邊 宏冶 39 9:46 小林 良一 渡邉 政彦 水戸 康司 石坂 猛

19 9:54 田村 敏明 齋藤 義浩 渡部 一典 萩澤 哲也 40 9:54 山宮 秀一 野上 文範 鈴森 浩司 石曽根 昇

20 10:02 鈴木 史敏 昆 勝徳 白 源勇 秋山 錦也 41 10:02 北村 和秋 丸山 勉 金子 雄一 小林 光弘

21 10:10 横川 修平 大塚 和幸 小林 肇 宇佐美 博昭 42 10:10 長谷川 剛広 弓納持 晴男 小林 聡 曽根 明

【注意事項】

・全組セルフプレーとなります。

・ハーフ終了後、30分～50分程度のインターバルを予定しております。

・レストランは８：３０にオープン致します（朝食はございません）。

第45回新潟県アマチュアゴルフ選手権  決勝
　　　　開催コース：小千谷カントリークラブ

ＯＵＴ ＩＮ 　　　　開　催　日：令和元年8月21日

・欠席等により組合せを変更する場合があります。

・ギャラリーのコース内立ち入りは、No.1、No.10のティーグランド付近と

　No.9、No.18のグリーン付近のみといたします。

・クラブハウス及び練習場はは６：００に開場致します。 競技委員長　鈴木 勝也


