
開催日時 令和４年８月５日（金）

開催コース 新発田城カントリー倶楽部

時間 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 時間 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

1 7:30 金子 貞行 椎谷 勉 19 7:30 林 臣昌 関川 聡 小森田 智哉

2 7:38 渡辺 清明 藤井 天 20 7:38 澤田 宏幸 田村 隆一 本間 賢 津田 俊男

3 7:46 石川 陽一 三輪 政伸 大橋 利弘 21 7:46 本間 義和 羽田 正幸 遠藤 孝 羽竜 淳

4 7:54 久住 健介 小野寺 洋文 佐藤 智之 22 7:54 袖山 昭彦 八幡 隆一 磯辺 通利 野本 晋市

5 8:02 高橋 安良 宮川 恒 市井 浩太郎 23 8:02 小林 秀亮 五十嵐 順一 神田 久 土屋 博

6 8:10 関 朋生 熊谷 修司 青木 広忠 24 8:10 川口 悦夫 長 研一 涌井 政俊 町屋 明人

7 8:18 松尾 真平 小林 良太 昆 勝徳 25 8:18 甲斐 潤一 大野 欣浩 斎藤 善幸 伊藤 聡志

8 8:26 瀧沢 敏彦 菊池 和宏 石田 陽一 26 8:26 本間 敏樹 宮島 正人 齋藤 誉高 川﨑 俊晃

9 8:34 相田 進 小幡 正利 神田 誠 27 8:34 山田 克明 下坂 成彦 加藤 信夫 髙橋 誠

10 8:42 朝倉 裕治 田口 徳廣 菅原 大輔 28 8:42 髙橋 守 湯浅 良一 松本 昌直 関根 圭

11 8:50 小林 浩幸 家所 研二 黒滝 正義 29 8:50 玉木 智 渡辺 弘志 田中 晶 江見 優輝

12 8:58 加藤 武 川内 慎吾 森 和義 30 8:58 木下 裕貴 黒井 雅章 堂谷 文隆 佐久間 直人

13 9:06 久代 信二 神主 直也 雨木 隆昭 31 9:06 阿部 央 山田 秀樹 渡邉 弘樹 浅川 澄吉

14 9:14 板垣 一利 大橋 信宏 長谷川 春義 32 9:14 和泉 吉郎 宍戸 英明 松枝 正人 松塚 俊彦

15 9:22 小林 康宏 折笠 勝美 阿部 精 33 9:22 吉岡 和晃 樋口 正孝 相田 知巳 石山 忠一

16 9:30 韮澤 敏 廣川 康一郎 江口 義則 34 9:30 塩田 義行 佐藤 政信 吉岡 泰志 戸松 彰

17 9:38 榎 晋 斎藤 和也 小林 肇 35 9:38 佐藤 祐二 山口 浩二 丸田 純 白 源勇

18 9:46 大村 聡 小濱 則義 堀 実 36 9:46 熊倉 克直 豊島 哲 有坂 仁 佐藤 勇太

1 欠席者が出た場合は、組合せを変更する場合があります。
2 ハーフ終了後、インターバルは、40～50分程度を予定しています。
3 ギャラリーの立ち入りは禁止いたします。
4 クラブハウスは６時００分に開場いたします。
5 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。

岸 文夫

伊藤 直之

須田 祐二

＜注意事項＞

水戸 康司

競技委員長　　田巻　信一郎

第４８回新潟県アマチュアゴルフ選手権　予選

【アウトコース】

氏　　　名

【インコース】

曽根 明

田中 寿幸

小林 常浩

鈴森 浩司

渡邊 一志

小島 慎也

吉川 孝司

羽賀 伸久

津野 樹志

松岡 功太郎

村山 篤史

安藤 吉浩

小林 聡

和田 亮


