
組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 7:30 細矢 清 中村 伸一 小杉 繁廣 原澤 弘 23 7:30 瀧澤 英雄 今井 美郎 星  勉 滝沢 忠夫

2 7:38 古田島 善徳 青柳 哲夫 内山 知英 韮沢 俊弘 24 7:38 星 正弘 根本 新二 坂西 恵子 酒井 吉雄

3 7:46 松井 行夫 山田 正規 石田 眞一 高橋 等志 25 7:46 佐藤  榮 山之内 秀夫 佐藤 利い

4 7:54 川上 敏徳 小島 健一郎 白浜 守 小川 泰三 26 7:54 清水 雅春 福原 晋平 保坂 泰久 桜井 明

5 8:02 梅田 浩三 池田 誠吾 山田 晴夫 桑原 秀志 27 8:02 関 嘉男 関 久一 保科 正紀 関 喜代美

6 8:10 高橋 正紀 駒形 栄一 上村 誉 上村 肇 28 8:10 大塚 正己 八木 勇 仲丸 真貴子

7 8:18 岡村 正樹 鈴木 省三 川辺 一幸 小山 初男 29 8:18 仲丸 太吉 佐藤 重夫 森山 文枝

8 8:26 高橋 晃 小泉 将一 小柳 勝彦 服部 秋男 30 8:26 石田 務 佐藤 鉄男 吉岡 善司

9 8:34 田中 敏晴 町田 廣司 関 恒夫 中沢 真二 31 8:34 中沢 国雄 中沢 義子 髙橋 強 長谷川 昌江

10 8:42 磯田 武敏 小林 正已 磯田 正敏 島宗 敏之 32 8:42 佐藤 俊英 大石 巧 佐藤 松雄 細川 三男司

11 8:50 竹澤 康明 河田 泰 太刀川 タツ子 前畑 美樹子 33 8:50 吉野 弘 林 一良 吉田 稔 小幡 政行

12 8:58 関谷 隆 関谷 敏子 井上 則子 立壁 民子 34 8:58 関  武 雄 森山 智枝美 大平 靖夫 橋本 正一

13 9:06 田上 周平 稲村 善栄 塚田 須恵子 佐藤  正 35 9:06 八幡 和男 黒川 忠行 成田 守

14 9:14 清水 修子 齋藤 貞雄 和田 藤四男 桜井 勝義 36 9:14 腰越 啓司 吉田 正志 富 所  猛 平松 正彦

15 9:22 中嶋 保 滝沢 恒夫 星野 武男 油崎 利廣 37 9:22 諸橋 良幸 渡辺 径 渡辺 玲子

16 9:30 五十嵐 達男 金子 文夫 滝澤 昌人 佐藤 和雄 38 9:30 長谷川 貢 横田 猶一 池田 強

17 9:38 藤間 穰 佐々木 正 高橋 英子 39 9:38 佐藤 明 山田 秀三 高井 文子 山田 たつ子

18 9:46 岩城 攻 山崎 米治 佐久間 忠男 箱田 杉男 40 9:46 綱 久司 関 義博 小西 幸子 井上 尋世

19 9:54 星野  元 吉田 純一 星野 均 41 9:54 玉垣 隆一 須長 順一 白濱 秀樹 清水 正芳

20 10:02 木村 信男 木村 佑子 丸山 敦 木村 幸男 42 10:02 中 島  進 新発田 正明 石黒 正平 磯部 久人

21 10:10 三母 英二 渡辺 弘志 金子 義明 五十嵐 真理子 43 10:10 中村 優 中澤 正史 若槻 寛 榎本 正宏

22 10:18 北村 和秋 長谷川 仁 小林 春男 吉岡 泰志 44 10:18 清水 邦彦 新井 和雄 阿部 勉 井部 充夫

（注意・連絡事項）

1. 欠席者が出た場合、組合せを変更することがあります。 5. クラブハウスはＡＭ6：00にオープン致します。

2. ハーフ終了後のインターバールは40分～60分程度となります。 6. アプローチ・バンカー練習場は、自己の球を使用すること。

3. ギャラリーの立ち入りを禁止致します。 7. スコア集計はカートナビにておこないますので、各ホール終了後

4. 持ち込んだ食べ物はクラブハウス内で食べる事を禁止致します。     スコアの入力をお願い致します。

 第26回 にいがたねんりんピック ゴルフ競技

              （順不同・敬称略）

組合せ表

ＯＵＴ スタート ＩＮ スタート

開催日：2021年5月25日（火）

会   場：越後ゴルフ倶楽部


