
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 水澤 純 小瀧 勇人 瀬尾 顕吾 22 7:30 須崎 淳 青木 浩一 清野 由幸

2 7:38 島田 修 中村 正幸 山川 祐希 23 7:38 髙村 伸吾 横山 高士 宮本 尚紀

3 7:46 横田 秀国 岡庭 篤 松井 恒雄 佐々木 悟 24 7:46 嶺村 茂 桑山 俊彦 梅川 裕司 金井 忠則

4 7:54 竹田 裕司 宮 克則 堀田 早人 大川 史生 25 7:54 中川 孝弘 黒石 公一 武藤 晃文 内山 海斗

5 8:02 小髙 学 佐々木 一路 近藤 彰克 小平 源太 26 8:02 金子 雄一 佐藤 由之 桜井 明 滝澤 秀樹

6 8:10 塚田 博 増村 崇 池田 康太郎 伊藤 拓将 27 8:10 石曽根 昇 吉田 真也 関 幸夫 井田 真吾

7 8:18 天野 淳一 相波 純 牧井 智宏 保坂 恭久 28 8:18 金子 義明 渡邉 政彦 前田 貢 白川 渉

8 8:26 清水 邦彦 高橋 義徳 小川 潤 仲谷 正茂 29 8:26 長谷川 剛広 斉藤 豊 渋市 直人 松崎 素広

9 8:34 福原 晋平 伊藤 寿尚 武士俣 貴史 嶋崎 正樹 30 8:34 佐藤 秀明 山口 昭夫 金沢 政浩 本山 俊治

10 8:42 小山 昭男 山宮 慧 久保田 邦彦 松田 桂一 31 8:42 関川 卓至 荒川 広司 富澤 肇 吉田 亨

11 8:50 小林 幸雄 水澤 幸市 寺島 賢 石倉 悟 32 8:50 秋山 錦也 白 晃栄 丸田 寛之 宮澤 雅則

12 8:58 清水 雅春 燕 紀夫 長谷川 勝彦 小林 俊彦 33 8:58 西脇 豊 丸山 芳麿 太田 浩樹 黒島 秋雄

13 9:06 高木 英之 福澤 諭志 室橋 丈司 菊池 和宏 34 9:06 佐藤 正明 小菅 剛 赤木 洋一 横田 駿

14 9:14 清水 充康 猪股 正紀 川瀬 弘二 山口 紫音 35 9:14 石口 力 清水 修 佐藤 貞夫 内山 仁志

15 9:22 宇佐美 博昭 弓納持 晴男 梅澤 清行 小山 哲治 36 9:22 丸山 高生 古市 衛良 高橋 謙 山口 純一

16 9:30 浅田 忍 杉本 達也 鈴木 英雄 山﨑 秀行 37 9:30 斉藤 公基 佐藤 伸一 金子 照男 小林 一博

17 9:38 白濱 秀樹 三浦 貴弘 川上 真吾 飯田 孝一郎 38 9:38 伊藤 芳也 加藤 隆志 丸山 康夫 宮崎 貴士

18 9:46 小林 聡 古海 宏文 藤川 圭次郎 樋口 勝彦 39 9:46 小林 宏幸 徳永 洋一 田尻 正敏 大澤 正

19 9:54 波方 孝 高橋 克也 星野 大孝 藤川 隆太 40 9:54 佐藤 彰城 相田 進 関根 圭 江口 祥

20 10:02 手塚 誠 小林 洋一 笛木 卓 大島 十志宏 41 10:02 白川 喜幸 林 哲二 米澤 和彦 西山 成由

21 10:10 高野 敏昭 澁谷 博 関谷 廣幸 呼格 吉勅 42 10:10 小山 政利 白 隆一 海津 伊佐央 田中 哲也

・この組合せ表は欠席があった場合変更することがあります。 ・ハーフ休憩は約40～60分を予定しています。

・ギャラリーの立ち入りは禁止いたします。 ・持ち込んだ食べ物はクラブハウス内で食べることを禁止します。

・クラブハウスのオープンは6：00です。 競技委員長　小林 実

第48回　新潟県アマチュアゴルフ選手権　予選

開催日：令和４年7月10日（日）

OUT IN 開催コース：妙高サンシャインゴルフ倶楽部


