
OUTスタート INスタート

NO. TIME PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER NO. TIME PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER

1 7:30 湯浅 良一 佐藤 典 小熊 保 宍戸 英明 19 7:30 東條 和夫 関谷 修二 本田 福之 栃澤 陽一

2 7:39 藤川 圭次郎 長谷川 清一 西山 一栄 庵原 芳信 20 7:39 中澤 徳栄 小黒 博 佐藤 登 国分 要三郎

3 7:48 渡辺 正 平山 昭治 古田島 善徳 21 7:48 井部 充夫 小林 豊明 東城 雅夫 浅妻 康宏

4 7:57 西村 好弘 和久井 敏夫 小林 良一 石原 新一 22 7:57 佐藤 秀夫 長谷川 仁 高橋 久志 田邉 久眞

5 8:06 生居 慎司 渡辺 誠 今泉 誠衛 白根 幸雄 23 8:06 藤間 穰 相田 進 内山 正 田澤 周二

6 8:15 梶原 常生 清野 秀雄 源川 勝彦 坂爪 信雄 24 8:15 梁取 隆 三間 雅道 安部 龍一 井上 伸一

7 8:24 川端 和憲 三ヶ月 耕一 田口 留夫 吉原 博 25 8:24 浅田 忍 鈴木 靜雄 内藤 修 佐藤 与肇和

8 8:33 清水 正芳 鈴木 嘉道 高野 俊英 筒井 勝利 26 8:33 木原 信雄 山崎 文男 田澤 治司 岡崎 行雄

9 8:42 髙橋 正秋 石田 重晴 川﨑 逸郎 田淵 章 27 8:42 西沢 久夫 白 源勇 長谷川 達夫

10 8:51 佐藤 美恵子 目黒 宝 寺島 浩子 小菅 園恵 28 8:51 西脇 真帆 澤田 麻里 玉木 晴子 斉京 真美

11 9:00 小島 由美子 髙瀬 奈穂 五十嵐 真里子 目黒 風 29 9:00 松木 麻子 芳賀 幸瞳 阿部 京子 近藤 あみ

12 9:09 和田 栄美子 加藤 凛 西脇 優衣 30 9:09 白倉 百音 松澤 祐子 清水 修子 佐藤 愛美

13 9:18 田村 幸子 土屋 奈津子 大久保 花 菅原 友紀 31 9:18 髙橋 明宏 齋藤 満寿美 土屋 博

14 9:27 佐藤 良友 湯船 敏春 安斎 忠義 堀 実 32 9:27 久住 健介 小西 三男 佐久間 直人 小林 匡

15 9:36 古城 勝彦 熊谷 文良 野澤 順司 幸田 明 33 9:36 北村 恭則 金子 義明 川口 悦夫 八幡 和男

16 9:45 加納 賢信 中島 告 涌井 政俊 34 9:45 渡部 一典 三母 英二 小濱 則義 清水 章

17 9:54 中澤 敏彦 青栁 敏夫 白 源正 加藤 政彦 35 9:54 塩田 義行 樋口 太弥人 三沢 一男 清野 喜美男

18 10:03 原田 建実 渡部 敏行 田澤 紀雄

第12回　新潟県アマチュアゴルフミッドシニア選手権競技

第10回　新潟県アマチュアゴルフグランドシニア選手権競技

第25回　新潟県女子アマチュアゴルフ選手権競技
兼　第10回　新潟県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

・持ち込んだ食べ物はクラブハウス内で食べる事を禁止します。

・ギャラリーのコース立ち入りは禁止と致します。

・ハーフターンで40～50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。

開催コース：フォレストカントリー倶楽部　東コース開催日：令和4年6月16日（木）

競技委員長　　鈴木　勝也
【注意事項】

・当競技は全組セルフプレーとなります。


