
組 Start 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 組 Start 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

澤田　宏幸 井上　哲也 佐藤　祐輔 大堀　孝範 津野　樹志 大野　欣浩 湯浅　良一 坂上　一弥
櫛形GC 新津CC 新発田城CC 笹神五頭GC 中条GC 新潟GC ﾌｫﾚｽﾄCC 胎内高原GC

小林　聡 遠藤　裕 長谷川　正義 齋藤　隆範 波方　孝 小林　常浩 原田　建実 渡辺　正
ノーブルウッドGC イーストヒルGC 日本海CC ﾖﾈｯｸｽCC 十日町CC 中峰GC 日本海CC 櫛形GC

山田　秀樹 三輪　政伸 青柳　敏夫 金子　隆博 小濱　則義 相田　知巳 菊池　和宏
笹神五頭GC 中峰GC 大新潟CC出雲崎ｺｰｽ 紫雲GC ﾌｫﾚｽﾄCC 新津CC 新潟ｻﾝﾗｲｽﾞGC

佐藤　祐二 山田　克明 大塚　和幸 吉岡　泰志 木下　裕貴 林　臣昌 森　和義 田口　徳廣
中条GC 下田城CC イーストヒルGC 大新潟CC三条ｺｰｽ ノーブルウッドGC ﾌｫﾚｽﾄCC 大新潟CC三条ｺｰｽ 日本海CC

田中　和弘 佐久間　直人 近藤　彰克 加藤　信夫 加藤　政彦 小島　達也 浅田　忍 長谷川　春義
阿賀高原GC 胎内高原GC 石地ｼｰｻｲﾄﾞCC 笹神五頭GC 笹神五頭GC ノーブルウッドGC 長岡CC 日本海CC

榎　晋 白　晃栄 鈴木　靜雄 中島　告 田中　寿幸 熊倉　克直 荒井　淳 平山　昭治
大新潟CC三条ｺｰｽ ﾖﾈｯｸｽCC 中条GC 笹神五頭GC イーストヒルGC 中条GC グリーンヒル長岡GC 日本海CC

髙瀬　奈穂 清水　修子 川崎　亜紀子 齋藤　政子 田村　幸子 高井　文子 澤田　麻里 松澤　祐子
糸魚川CC 新発田城CC ﾖﾈｯｸｽCC 櫛形GC 紫雲GC 中峰GC 中条GC 糸魚川CC

小島　由美子 大嶋　安子 小山　晴実 髙山　恵美 玉木　晴子 仲丸　きよ枝 菅原　友紀 立壁　民子
日本海CC 糸魚川CC 十日町CC 石地ｼｰｻｲﾄﾞCC NGA 越後GC 糸魚川CC 十日町CC

山﨑　之寛 高野　敏昭 宮川　恒 斉京　真美 相澤　理恵 木村　佑子 富取　美穂
中条GC ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ長岡GC 大新潟CC三条ｺｰｽ NGA 日本海CC 柏崎CC 櫛形GC

北村　和秋 竹田　裕司 関　知成 佐野　和義 渡邊　宏冶 井上　康広 相波　純 今井　蔵人
長岡CC 妙高CC 石地ｼｰｻｲﾄﾞCC 大新潟CC三条ｺｰｽ 妙高CC 湯田上CC 長岡GC 石地ｼｰｻｲﾄﾞCC

島田　修 清野　喜美男 鈴木　雅夫 佐藤　一喜 佐藤　秀明 佐々木　一路 齊藤　貴之 内山　海斗
妙高CC イーストヒルGC 下田城CC 紫雲GC 小千谷CC 妙高CC 糸魚川CC 妙高ｻﾝｼｬｲﾝGC

幸田　明 倉島　正義 白濱　秀樹 中村　正幸 萩澤　哲也 星野　節二 白　隆一
日本海CC イーストヒルGC 長岡CC 柏崎CC ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ長岡GC 長岡CC ﾖﾈｯｸｽCC

小林　肇 田村　弘一 高橋　正秋 吉川　孝司 野澤　順司 川端　和憲 小髙　学 石川　陽一
ﾖﾈｯｸｽCC ノーブルウッドGC ﾌｫﾚｽﾄCC 笹神五頭GC 中条GC 小千谷CC 米山水源CC イーストヒルGC

羽賀　伸久 岸　文夫 水戸　康司 渡辺　弘志 堀　文明 斉藤　公基 永田　礼義 金子　義明
笹神五頭GC 中条GC ﾌｫﾚｽﾄCC 日本海CC 湯田上CC 下田城CC 日本海CC 長岡CC

三母　英二 赤井田　和幸 林　典昭 佐藤　彰城 上山　雄一 椎谷　聡 深井　修次 白　源正
日本海CC 笹神五頭GC ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ長岡GC ノーブルウッドGC ノーブルウッドGC イーストヒルGC 長岡CC ﾖﾈｯｸｽCC

見田　和也 石本　哲也 猪股　正紀 齋藤　義浩
イーストヒルGC ノーブルウッドGC 糸魚川CC ﾌｫﾚｽﾄCC

【注意事項】
・欠席者が出た場合、組合せを変更する場合があります。 ・全組セルフプレーとなります。

・ハーフ終了後のインターバルは45分程度を予定しております。 ・クラブハウスのオープンはＡＭ6：00といたします。

・ギャラリーの立ち入りは禁止致します。 ・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。

競技委員長　 坂井　良夫

15 9:36 31 9:36

16 9:45

13 9:18 29 9:18

14 9:27 30 9:27

11 9:00 27 9:00

12 9:09 28 9:09

9 8:42 25 8:42

10 8:51 26 8:51

7 8:24 23 8:24

8 8:33 24 8:33

5 8:06 21 8:06

6 8:15 22 8:15

3 7:48 19 7:48

4 7:57 20 7:57

1 7:30 17 7:30

2 7:39 18 7:39

2022年　7月度新潟県月例競技会
開　催　日：2022年7月21日（木）

開催コース：日本海カントリークラブ

ＯＵＴ（西）スタート ＩＮ（中）スタート


