
１８H．S

組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 8:00 谷口　哲蔵 福井 上田　修志 福井 髙尾　和彦 坂井 木下　雅俊 福井

2 8:08 岡田　直大 福井 田部　晴一 福井 牧田　司 越前市 舟岡　照滋 永平寺

3 8:16 山田　茂樹 福井 佐々木　康文 坂井 来田　義幸 福井 上田　仁 福井

4 8:24 白井　清志 福井 池端　義雄 福井 大森　幹夫 坂井 小林　儀博 福井

5 8:32 藤井　政嗣 坂井 吉野　清治 福井 川畑　仁 福井 柿本　諒介 福井

6 8:40 小嶋　伸之 福井 南　朋英 福井 大社　侑雅 福井 清水　忍 永平寺町

7 8:48 佐々木　克弥 福井 後藤　宏介 福井 後藤　大作 福井 杉本　哲一 鯖江

8 8:56 伊藤　和美 坂井 上坂　正綱 越前市 佐々木　一喜 鯖江 永坂　重行 鯖江

9 9:04 長谷川　龍大 鯖江 上倉　幸司 敦賀 倉橋　巧 福井 玉崎　寿男 福井

10 9:12 橋本　勝仁 坂井 山口　修市 越前町 峯田　陽造 鯖江 平井　秀士 越前市

11 9:20 江守　剛 越前市 飯田　保 勝山 梅田　光治 越前市 川崎　外志男 福井

12 9:28 丸山　哲也 福井 岩崎　勝 福井 田中　宏治郎 鯖江 清水　茂太 福井

13 9:36 高島　猪男 敦賀 豊田　秀信 福井 山本　一仁 敦賀 金田　徳達 敦賀

14 9:44 荒谷　紀幸 福井 梅井　啓介 福井 小島　孝二 福井 野間　安信 おおい町

15 9:52 平野　勝三 あわら 宮崎　孝造 坂井 尾崎　嘉晴 美浜 濵内　正司 おおい

組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 8:00 赤壁　光夫 坂井 加曽利　訓 福井 高山　十聞男 坂井 平野　義輝 あわら

2 8:08 大倉　武則 福井 笹岡　敬史 福井 五十嵐　敬司 福井 嶋崎　純夫 福井

3 8:16 重田　三夫 福井 市村　優 福井 方橋　希助 坂井 野村　英次郎 坂井

4 8:24 齊藤　實 福井 平井　政美 坂井 冨田　耕司 福井 牧田　一来 越前市

5 8:32 本道　修一 福井 中垣内　哲二 福井 山本　茂 坂井 佐孝　伊津男 あわら

6 8:40 藤枝　睦男 鯖江 大久保　義雄 鯖江 増田　真人 福井 岸上　徹 福井

7 8:48 真田　雅幸 福井 為島　健児 福井 服部　明 鯖江 神谷　哲也 鯖江

8 8:56 吉田　幸男 福井 立花　利幸 永平寺 宇野　吉茂 福井 藤田　賢治 福井

9 9:04 亀井　正一 大野 平塚　一廣 敦賀 城地　弘 福井 高山　秀樹 敦賀

10 9:12 市橋　直人 鯖江 藤田　正和 鯖江 長尾　好浩 福井 佐野　純雄 高浜

11 9:20 二宮　幸久 敦賀 黒田　義弘 勝山 秋平　貴生 敦賀 竹原　和行 福井

12 9:28 川田　直樹 福井 穴田　啓治 福井 上田　勇治 坂井 中村　圭希 勝山

13 9:36 宇都宮　義信 福井 花谷　義二美 福井 西畑　紀彦 坂井 増田　徹 福井

14 9:44 吉江　圭祐 福井 玉川　真己 福井 西岡　一徳 坂井 鈴木　謙太郎 福井

15 9:52 川口　浩司 福井 玉川　勝則 坂井 藤井　孝治 福井 末永　雄樹 福井

備考 １．本戦出場者は、７２名までとする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。

平成２８年度（第４０回）
福井県アマチュアゴルフ選手権大会　予選

組み合わせ並びにスタート時刻表

平成28年5月27日 参加者　　　　１２０名

来場時には必ず上着の着用をお願い致します。（上着なき場合は入場をお断りする事がございます）

２．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

３．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に福井新聞社（0776-57-5180）に連絡する事。

無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する｡

於．芦原ゴルフクラブ（湖コース）

なお、競技当日の場合は、芦原ゴルフクラブ（0776-79-1111））へ連絡すること｡

県内アマチュアゴルファーＮｏ．１決定する大会ですので

参加者もふさわしいエチケット・マナーを遵守しましょう”

１番スタート

１０番スタート



１８H．S

組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 8:00 堀　亮久 福井 奥河原　浩介 永平寺 吉田　哲規 坂井

2 8:08 前原　常雄 福井 木村　廣昭 福井 小森　吉晴 福井

3 8:16 山田　道男 福井 野坂　和久 福井 榧谷　孝行 越前市

4 8:24 齊藤　篤 あわら 岡村　美智也 あわら 大壁　勝彦 坂井 初馬　正基 あわら

5 8:32 伊藤　美喜夫 福井 笠原　陸 福井 定成　伸宏 坂井 中村　都美 坂井

6 8:40 髙野　浩 鯖江 奥山　良信 福井 吉川　翔都 福井 上野　茂 敦賀

7 8:48 林　恭平 あわら 伊与　翼 福井 伊藤　幸二 坂井 山下　彰啓 鯖江

8 8:56 大野　ショーン 越前市 生田　哲也 福井 山岸　由昂 勝山 豊田　幸志 福井

9 9:04 前田　浄孝 鯖江 塚田　信一 鯖江 錦織　大祐 福井 井上　量博 福井

10 9:12 横山　豊章 福井 土本　和宏 福井 関　陽一 坂井 間　政和 福井

11 9:20 大石　和弘 福井 藤井　清和 福井 牧野　貴大 福井 平野　裕也 福井

12 9:28 紺屋　照雄 越前市 松居　大五 敦賀 李　景一 鯖江 福田　伸吾 鯖江

13 9:36 宗石　展也 福井 髙野　雅美 鯖江 相馬　正督 越前市 大塩　暁斗 美浜

14 9:44 青池　邦昭 福井 西端　正康 福井 津田　博美 坂井 金井　兼信 福井

15 9:52 濵野　巌則 南越前町 坂口　学 坂井 高野　健太郎 鯖江 新屋　良夫 おおい

組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 8:00 伊藤　秀康 福井 徳田　和修 福井 倉内　政美 福井 吉田　新内 福井

2 8:08 原　一弘 福井 清水　晃希 福井 木下　茂 永平寺 渡邉　泰敏 あわら

3 8:16 上野　孝幸 坂井 地石　雅彦 福井 戸塚　真吾 福井 池田　直樹 あわら

4 8:24 角　正夫 坂井 高田　賢一 あわら 西田　修治 坂井 市川　常三郎 坂井

5 8:32 武澤　清則 福井 岡本　康弘 福井 齋藤　秀直 あわら 中嶋　太造 福井

6 8:40 中村　元久 福井 安藤　健 福井 千種　悠史 福井 宮越　紀英 福井

7 8:48 西村　瑠騎 鯖江 伊坂　大輔 鯖江 池應　真英 福井 江川　泰一郎 福井

8 8:56 中山　茂治 福井 矢次　拓真 越前市 多田　照夫 永平寺 小林　仁 福井

9 9:04 高山　和之 坂井 酒井　末太郎 坂井 松浦　大竜 坂井 平澤　謙一 坂井

10 9:12 佐々木　克彦 福井 橋本　光司 大野 福岡　正美 福井 木下　達夫 鯖江

11 9:20 小林　晃之 福井 三ツ橋　哲之 坂井 他中　三千雄 福井 川井　智哉 敦賀

12 9:28 橋谷　正人 越前町 水井　春吉 小浜 古家　継一 勝山 川野　大吾 福井

13 9:36 堀田　孝之 大野 山本　禎久 越前市 三田村　信夫 越前町 古谷　昌司 小浜

14 9:44 木村　恵司 坂井 馬面　佳和 あわら 小林　和彦 福井 畑　寿和 あわら

備考 １．本戦出場者は、６８名までとする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。

無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する｡

県内アマチュアゴルファーＮｏ．１決定する大会ですので

参加者もふさわしいエチケット・マナーを遵守しましょう”

来場時には必ず上着の着用をお願い致します。（上着なき場合は入場をお断りする事がございます）

１番スタート

１０番スタート

２．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

３．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に福井新聞社（0776-57-5180）に連絡する事。

なお、競技当日の場合は、芦原ゴルフクラブ（0776-79-1111））へ連絡すること｡

平成２８年度（第４０回）
福井県アマチュアゴルフ選手権大会　予選

組み合わせ並びにスタート時刻表

平成28年5月28日 参加者　　１１３名 於．芦原ゴルフクラブ（湖コース）




