
組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 7:30 橋詰　真悟 福井 藤田　正和 鯖江 榧谷　孝行 越前市 杉本　哲一 鯖江

2 7:38 岸上　徹 福井 荻野　隆弘 若狭 東野　哲也 小浜 梅田　嘉文 福井

3 7:46 高山　和之 坂井 松本　卓也 福井 金岡　裕高 福井 竹田　直樹 あわら

4 7:54 塚田　信一 鯖江 安田　光治 あわら 大塩　暁斗 美浜 古谷　昌司 小浜

5 8:02 山根　裕 坂井 山下　清隆 福井 平野　裕也 福井 堀田　孝之 大野

6 8:10 髙山　秀樹 敦賀 田中　珠蘭 福井 立花　利幸 永平寺 奥山　良信 あわら

7 8:18 加野　大葵 福井 工藤　僚 福井 伊藤　美喜夫 福井 西岡　一徳 坂井

8 8:26 伊坂　大輔 鯖江 天谷　大門 永平寺 三浦　悠雅 福井 松岡　翔眞 福井

9 8:34 大石　和弘 福井 津田　博美 坂井 池尾　良平 福井 大森　幹夫 坂井

10 8:42 曽山　正太郎 福井 伊藤　幸二 坂井 加藤　将 福井 山川　斗夢 福井

11 8:50 中村　都美 坂井 戸塚　真吾 福井 服部　仁美 福井 市橋　直人 鯖江

12 8:58 坂井　正則 鯖江 橋本　勝仁 坂井 川端　雪菜 福井 松浦　智章 坂井

13 9:06 高野　　浩 鯖江 前川　裕太郎 福井 山口　修市 越前町 梅田　恭生 福井

14 9:14 坂下　昇 越前市 今西　康博 越前市 髙尾　和彦 坂井 松居　大五 敦賀

15 9:22 前田　浄孝 鯖江 伊与　正男 福井 田邉　裕貴 越前市 中村　好花 福井

16 9:30 阿曽　帆夏 福井 小棹　美徳 鯖江 丹羽　悠太 福井 神谷　哲也 鯖江

17 9:38 豊田　秀樹 福井 中田　彩夏 福井 玉川　勝則 福井 松山　怜生 福井

18 9:46 永田　智之 福井 鈴木　謙太郎 福井 髙宮　千聖 福井 伊与　翼 福井

19 9:54 吉川　翔都 福井 佐藤　未来乃 福井 建守　千都 福井 中嶋　太造 あわら

組 時間 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区

1 7:30 加曽利　訓 福井 山田　龍輝 鯖江 竹内　ゆい 福井 増田　真人 福井

2 7:38 紀田　直人 美浜 玉川　真己 福井 竹内　伸一 坂井 原　一弘 福井

3 7:46 藤井　政嗣 坂井 平　孝一 福井 山本　英治 福井 佐々木　雅啓 福井

4 7:54 南部　龍之介 福井 髙野　和也 鯖江 大嶋　昭二 永平寺 斉藤　泰隆 越前市

5 8:02 上坂　健二 坂井 岡田　直大 福井 山﨑　愛結 福井 青木　秀之 坂井

6 8:10 初馬　正基 あわら 三田村　祐介 福井 大西　頼弘 坂井 大平　和正 越前町

7 8:18 岩崎　勝 福井 坂下　哲之 越前市 清水　啓太 福井 田下　大輔 福井

8 8:26 坂口　学 坂井 田中　良典 坂井 南　勝文 坂井 岡田　岳見 福井

9 8:34 中村　和平 おおい 池上　秀彦 福井 野間　安信 おおい 奥河原　浩介 永平寺

10 8:42 吉田　保裕 福井 岩崎　人志 福井 加藤　幸司 福井 地石　雅彦 福井

11 8:50 田部　晴一 福井 新屋　良夫 おおい 堤　弥寿浩 坂井 藤村　頼仁 福井

12 8:58 平井　秀士 越前市 笹岡　敬史 福井 川端　涼香 福井 高山　十聞男 坂井

13 9:06 丸山　哲也 福井 平居　憲人 福井 笠原　陸 福井 橋谷　正人 越前町

14 9:14 小寺　由浩 福井 林　恭平 あわら 大壁　勝洋 坂井 中村　彰宏 福井

15 9:22 和田　哲史 福井 中垣内　哲二 福井 石垣　智史 勝山 奥島　健司 福井

16 9:30 岩倉　翔矢 福井 竹内　一真 福井 青木　悠喜 福井 佐々木　正則 福井

17 9:38 桒野　幸信 福井 福田　伸吾 鯖江 宇野　吉茂 福井

18 9:46 三輪　紅音 福井 﨑田　伊宏 坂井 川井　智哉 福井

19 9:54 上倉　幸司 敦賀 田中　秀和 坂井 佐々木　克彦 福井

２・ 決勝ラウンドは３６ホール・ストロークプレーで順位を決定する。

３・ ２日目のスタート組合せは、１日目の成績により決定する。（同スコアの場合はスコア提出順）

４・ スタート３０分前に受付をすませ、スタート５分前には所定のティグラウンド付近で待機すること。

５・ 無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

競技委員長　　山口　透

令和4年度　第４６回　福井県アマチュアゴルフ選手権大会　決勝第1日組合せ

１４９名

令和4年7月1日　金曜日　芦原ゴルフクラブ海コース

注意事項

１・ 欠場者があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更することがある。


