
開催コース︓
開 催 ⽇︓

組 時間 氏名/所属 氏名/所属 氏名/所属 氏名/所属 組 時間 氏名/所属 氏名/所属 氏名/所属 氏名/所属

相澤 理恵 清水 修子 高井 文子
⽇本海C.C. 新発田城C.C. 中峰G.C.

伊藤 美砂子 川崎 亜紀子 山本 睦子 田村 幸子
湯田上C.C. 石地シーサイドC.C. 新津C.C. 紫雲G.C.

木村 佑子 澤田 ⿇⾥ 髙野 律子
柏崎C.C. 中条G.C. ヨネックスC.C.

中山 慶子 髙橋 マサミ 髙瀬 奈穂 仲丸 きよ枝 玉木 晴子 富取 美穂 竹田 朋子 石井 寿美代
紫雲G.C. フォレストC.C. 糸魚川C.C. 越後G.C. NGA会員 櫛形G.C. ⽇本海C.C. フォレストC.C.

高山 美香 松木 ⿇子 小島 由美子 清野 泉 山田 秀樹 澤田 宏幸 石本 哲也 幸田 明
ヨネックスC.C. 紫雲G.C. ⽇本海C.C. 十⽇町C.C. 笹神五頭G.C. 櫛形G.C. ノーブルウッドG.C. ⽇本海C.C.

湯浅 良⼀ 生居 慎司 三輪 政伸 坂上 ⼀弥 平山 克己 井上 康広 遠藤 裕 津野 樹志
フォレストC.C. ⽇本海C.C. 中峰G.C. 胎内高原G.C. フォレストC.C. 湯田上C.C. イーストヒルG.C. 中条G.C.

小林 聡 加藤 昭浩 山田 正 佐藤 俊明 石川 陽⼀ 渡辺 清次郎 熊⾕ 文良 星野 節二
ノーブルウッドG.C. フォレストC.C. 新潟サンライズG.C. 下田城C.C. イーストヒルG.C. ⽇本海C.C. フォレストC.C. ⻑岡C.C.

⻑⾕川 仁 伊藤 彰 東城 雅夫 江田 朋弘 土屋 博 小島 達也
フォレストC.C. 新津C.C. ⽇本海C.C. フォレストC.C. 阿賀高原G.C. ノーブルウッドG.C.

清水 正芳 雨木 隆昭 阿部 精 小濱 則義 北村 和秋 鈴木 靜雄 ⻘柳 敏夫 安斎 忠義
グリーンヒル⻑岡G.C. イーストヒルG.C. 新潟G.C. フォレストC.C. ⻑岡C.C. 中条G.C. 大新潟C.C.出雲崎 フォレストC.C.

⻑⾕川 春義 中村 正幸 高岡 徳康 吉川 孝司 井上 哲也 佐藤 秀明 中澤 敏彦 樋口 正孝
⽇本海C.C. 柏崎C.C. フォレストC.C. 笹神五頭G.C. 新津C.C. 小千⾕C.C. フォレストC.C. 笹神五頭G.C.

浅田 忍 山屋 隆⼀ 佐久間 直人 宮川 恒 ⻑⾕川 正義 大堀 孝範 秋山 錦也
⻑岡C.C. ヨネックスC.C. 胎内高原G.C. 大新潟C.C.三条 ⽇本海C.C. 笹神五頭G.C. 柏崎C.C.

佐藤 彰城 渡邊 宏冶 平山 昭治 佐藤 智之 ⻑⾕川 剛広 和田 亮 白濱 秀樹
ノーブルウッドG.C. 妙高C.C. ⽇本海C.C. 胎内高原G.C. 石地シーサイドC.C. 紫雲G.C. ⻑岡C.C.

天野 淳⼀ 羽賀 伸久 ⿊井 雅章 野田 富勝 畑山 順俊 上山 雄⼀ 大川 貴郎
柏崎C.C. 笹神五頭G.C. フォレストC.C. ノーブルウッドG.C. フォレストC.C. ノーブルウッドG.C. ⻑岡C.C.

関川 卓至 原田 建実 諸橋 陽介 白 源勇 有坂 仁 桐生 匠 竹田 裕司 水科 康則
⻑岡C.C. ⽇本海C.C. 下田城C.C. ヨネックスC.C. 新潟G.C. 新津C.C. 妙高C.C. フォレストC.C.

齋藤 義浩 須崎 淳 丸田 寛之 星野 満 白 晃栄 笹崎 文夫
フォレストC.C. 松ケ峯C.C. 中峰G.C. 下田城C.C. ヨネックスC.C. 越後G.C.

椎⾕ 聡 林 ⾂昌 萩澤 哲也 後藤 雄治 佐々木 ⼀路 高野 敏昭 相波 純
イーストヒルG.C. フォレストC.C. グリーンヒル⻑岡G.C. 十⽇町C.C. 妙高C.C. グリーンヒル⻑岡G.C. ⻑岡C.C.

波方 孝 島田 修 齋藤 満寿美 竹馬 正広 ⾦子 隆博 木村 哲豪 白 源正 林 典昭
十⽇町C.C. 妙高C.C. 新津C.C. ⻑岡C.C. 紫雲G.C. フォレストC.C. ヨネックスC.C. グリーンヒル⻑岡G.C.

渡辺 弘志 野澤 順司 鈴森 浩司 野上 文範 永田 礼義 吉岡 泰志 川端 和憲 鈴木 雅夫
⽇本海C.C. 中条G.C. ノーブルウッドG.C. 小千⾕C.C. ⽇本海C.C. 大新潟C.C.三条 小千⾕C.C. 下田城C.C.

小林 肇 中川 孝弘 ⾒田 和也 若⽉ 桃生 髙橋 正秋 深井 修次 阿部 勉 近藤 彰克
ヨネックスC.C. 石地シーサイドC.C. イーストヒルG.C. フォレストC.C. フォレストC.C. ⻑岡C.C. 米山水源C.C. 石地シーサイドC.C.

小林 康宏 山口 浩二 ⾦子 義明 伊藤 寿尚 水⼾ 康司 田中 寿幸 ⿊石 公⼀
笹神五頭G.C. 胎内高原G.C. ⻑岡C.C. 松ケ峯C.C. フォレストC.C. イーストヒルG.C. 松ケ峯C.C.

松本 重光 松井 源太 三⺟ 英二 田村 弘⼀ 森 和義 東條 和夫 齊藤 貴之
フォレストC.C. 越後G.C. ⽇本海C.C. ノーブルウッドG.C. 大新潟C.C.三条 新津C.C. 糸魚川C.C.

【注意事項】

・持ち込んだ食べ物をクラブハウス内で食べることを禁止します。
競技委員⻑  鈴木 勝也

■伊藤 暢

14 9:14

15 9:22

12 8:58

13

・■印は県⽉例競技会対象外の方です。

10:0241

21 10:10 ■石川 崇

18 9:46

9:54

16 9:30

17 9:38

20 10:02
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9:3838

9:3037

40

9:4639

9:0634

9:1435

9:22

令和3年6⽉23⽇(水)
フォレストカントリー倶楽部 東コース

・ハーフターンで45分程度のインターバルがあります。
・⽋席者がでた場合、組合せを変更する事があります。 ・ギャラリーのコース⽴ち⼊りは禁⽌と致します。

8:4231

9:54

30 8:34

42 10:10

7:4624

8:5032

■芳賀 幸瞳■加藤 凛

■建守 千都

■⾦子 満

■五十嵐 望夢■目⿊ 宝

36

9:06

10 8:42

11 8:50

26 8:02

6 8:10 27 8:10

5 8:02

8 8:26

7 8:18

9 8:34

8:18

8:2629

8:58

第17回NGA新潟県ゴルフ競技会 兼 6⽉県⽉例競技会

OUTスタート INスタート

1 7:30 22 7:30 ■石河 栞榛

7:463 ■早川 菜々海■阿曽 帆夏

■津田 舞音■大塚 由姫乃■⻄脇 真帆■倉持 凪

■近藤 あみ

■藤巻 秀規

33■浅妻 康宏

2 7:38 23 7:38

4 7:54 25 7:54

28


